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2005年、小諸市が駅・大手門周辺の公園づくりの計画の発表
を機に試行錯誤を重ね、2008年8月に市民有志がNPO法人
こもろの杜を設立。造園家やガーデナー、園芸家、地元出身
のまちづくりプランナーなどの協力のもと、市民参加型の
ガーデンづくりを進めました。

町を活性化させる“庭づくり”を目指して

小諸市や「小諸町並み研究会」などの地元NPO、市民による
園芸ボランティア、地元専門家グループによる体制づくりを
十分に整えたため、開園以降は運営・維持管理が円滑に
行われています。地元高校生の参加や商店街組合との連携
など、さまざまな関わりも生まれました。

スタッフの育成が円滑な運営に

小諸の食を育て、生かす取り組みも広がっています。地域
食材を活用したメニューの開発も進み、地元高校生が発案
した雑穀メニュー「めざましごはん」はガーデン内カフェ
の朝メニューに採用されました。カフェに食材を提供する
契約農家による「こだわり農家市」も好評です。

人の輪が広がり、さまざまな事業を展開

活動内容について

小諸市はかつては交通の要所として栄えていましたが、時代と共ににぎわい
が失われ、街を活性化する取組みが求められるようになりました。そこで
市民有志がNPO法人こもろの杜を設立、市民参加型のガーデン作りを始め
ました。小諸市民ガーデンは以下を目指しています。

受賞団体の声

2009年4月に開園した「停車場ガーデン」は、今では小諸の「緑の心臓」と
なりました。ガーデンは、まちに新しい「結い」を創り、街路緑地を生み、そして
来春新たな公園につながります。これからも小諸の魅力となり、賑わいを
生み、世代交流コミュニティの創出、人材育成、地域連携、食の開発などの
拠点として育てていきます。

市民参加の緑環境づくりが、
地域の魅力を発信する拠点に

2009年の開園以来、地域や地元団体とさまざまな連携ができ
ました。まちづくりへの支援として企業派遣社員の研修受け
入れや、草花をテーマとしたクラフト講座なども実施。市民一人
ひとりが新たな価値を見つけ、活躍できる仕組みを考える事が
今後の課題です。

今後の活動

国土交通大臣賞国土交通大臣賞

大手門公園小諸市民ガーデン 2008年度受賞長野県
ＮＰＯ法人 こもろの杜

①市民ガーデンで小諸のまちを元気に！ 
②市民ガーデンで花と緑のまちおこし
③市民ガーデンで小諸の食を育てる



4

ひろしま自然の会は、市民とともに二河公園内にビオトープ
をつくり育てることを企画しました。近隣の幼稚園をはじめ、
広く市民に呼びかけ、自然の中で遊び、学び、体験できる
「二河公園（メダカ池）自然観察会」として、2000年に活動
をスタートしたのです

自然の中で遊び、学び、体験する場に

「二河公園（メダカ池）自然観察会」は毎月、生物の生息環境
についての調査や学習のほか、自然と人間が関わりを持てる
ような野外活動を行っています。子どもたちが参加しやすい
学習や体験のプログラムをつくるほか、公園の看板作りや
清掃なども行ないました。

観察会を通じて子どもたちや保護者と連携

小川の改修工事に参加した子どもたちには、自分たちが力
を合わせてつくった小川を大切にしようという様子がみえ
ます。自発的に家で生き物を飼育しようという子どもも
おり、自然や生き物に対する興味・関心が高まっていること
を感じます。

自然や生物に対する興味関心が活性化

活動内容について

水中、地上、地中、空のすべてを生活空間としているホタル、だからこそその
ひとつの環境が悪化しても生きられない、環境に左右され易いホタルが
生育出来る環境を整備しました。ホタルを育てる事で、子供たちに自然の
大切さに気付いてもらったり、優美な光を見る事で癒され、心が優しくなる
事を期待します。ホタルだけでなく、四季折々の花や、木の実、野鳥や、
昆虫、水生生物を、身近に五感で感じ、遊び、楽しく学んでもらう事を目的
として、花木、鳥餌木を中心に植栽しています。

受賞団体の声

この度は、このような立派な賞を受賞することが出来まして、ひろしま自然の会
全員が大変喜んでおります。この受賞は二河公園自然観察会の長年の活動
が多くの方々に評価された結果であり、大変意義深いものと感じております。
今後も人と自然が共生する街づくりを目指し、子供たちの目線に併せた活動
を展開していきたいと思っています。

子どもも大人も学び、
体験できる自然公園

今後はホタルの育成に取り組み、もっと多くのホタルが飛翔す
る様子を再び実現したいと考えています。またホタルに限らず、
他の昆虫類や野鳥類が見られ、多くの花木が美しく咲き誇る
公園となり、人々の憩いの場所となるよう、多様な活動を継続
していきたいと思います。

今後の活動

都市緑化機構会長賞都市緑化機構会長賞

呉市二河公園 2010年度受賞広島県
ひろしま自然の会



審査委員特別賞審査委員特別賞
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新川東緑地 1994年度受賞福島県
福島県 いわき市

市の中心部を横貫する全長約1.6kmの緑地は周辺に文化
センターや美術館、大型店舗、病院などがあるため、市民の
通り道となっていました。より地域の方が親しみを感じ、さま
ざまに活用してもらえるように、リフレッシュを図ることに
なりました。

市の中心部を貫く緑地をリフレッシュ

緑地計画にこだわったことのひとつが、園路に木漏れ日のよう
なやさしい光が射し込むように植栽することです。明るい
緑色の葉を持つ樹種を植栽し、さらには図面上の計算だけ
ではなく、何度も思いを巡らすことで、理想的な植栽が可能
になりました。 

木漏れ日のような光など、こだわりの植栽

市民が施設を訪れる際には緑地を楽しみながら通ってい
ます。イベントなどにも活用されています。毎週2回、フリー
マーケットが開催されるほか、夏には小学生を対象としたサマー
キャンプ、秋には「いわき街なかコンサート」などが行われて
います。

くつろぎやイベントの場として定着

活動内容について

新川東緑地は、いわき市の中心部である平市街地を横貫する全長
1.6kmの緑の都市軸となっており、周辺に市文化センターや美術館、大型
店舗、病院等もあることから、市民の方々が、緑地を通ってそれらの施設
を訪れたり、待ち合わせやくつろぎの場などの多様な屋外活動拠点として
利用しています。近隣の方々により、公園愛護会も組織され、ボランティア
による草刈や清掃なども行われています。

受賞団体の声

この度は緑の環境デザイン賞25周年記念企画「審査委員特別賞」を頂き、
誠にありがとうございます。このような賞を頂けたのは、地域の方々のボラン
ティアなどのご協力があってこその賜物と考えております。当市では、市民の方
に愛される緑地になるよう今後とも環境の美化に努めていく所存です。

芸術・文化の香り漂う、
市民が憩う木漏れ日の緑地

今後も、定期的な巡回・清掃を継続しながら、環境の美化に
努めていきたいと考えています。ボランティアの方をはじめ、
地域の方 と々の協力関係を築きながら、これからも多くの市民
の方に愛される緑地を維持していきたいと思っています。

今後の活動
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人気の温泉地でしたが、1988年頃から日帰り客が増え、宿泊客
が減少するようになりました。そこで温泉観光地としての魅力を
高めようと、2005年、美泉定山の生誕200年を記念し、住民と
観光客が交流できる場をつくろうと、新たな施設の建設が
決定しました。

定山渓の原風景を再現した公園を

緑化計画においては、定山渓の里山を表現するため、地域の
森林官や山野草の会と連携し、植栽する樹木や野の花を選定
しました。定山が最初につくった温泉場をイメージするとともに、
温泉の活用を重点として考え、公園内通路は温泉水を利用した
融雪通路にしました。

里山を表現した植栽を進め、温泉を活用

観光客からは四季折 の々自然が好評です。特に秋の紅葉は見事
と評判です。「紅葉を眺めながら足湯に浸かって癒された」
「もみじ大茶会の主会場として野点を行った際の紅葉が絵の
ように美しい」など、公園で自然とともに過ごすひとときを楽しむ
声が寄せられています。

温泉街を代表する施設として定着

活動内容について

定山源泉公園を計画していた場所は、温泉街の中心部にありながら
荒廃地となっていました。そこでにぎわい交流を目指すシンボルゾーン
を作るため、当地を拓いた定山和尚がこの地に入ったころの緑豊かな
原風景を再現する緑化工事を行いました。定山渓の森林と山野草の
育成と保護を啓発し自然環境の大切さを考えていただくための施設と
しても機能しています。

受賞団体の声

2004年「第15回緑のデザイン賞」（現：緑の環境デザイン賞）を受賞し、
都市緑化機構および第一生命からの助成により「定山源泉公園」が完成。
以来、定山渓温泉のシンボルゾーンとして、多数の来泉客に楽しんでいただいて
おります。今後も「癒しの里定山渓」をテーマに維持管理に努め、緑豊かな
街づくりに一層まい進していきます。

定山渓の里山を表現した緑化で、
温泉街を活性化

地域住民や関係団体が樹木や山野草の大切さを実感する
ようになり、積極的に雑草狩りや清掃を行うようになりました。
今後も地域と協働で整備を行うとともに、自然環境の学習
の場として学校や自然活動団体に働きかけ、イベント会場と
しての利用を促していきます。

今後の活動

審査委員特別賞審査委員特別賞

定山源泉公園(定山渓温泉豊平川隣接広場) 2004年度受賞北海道
一般社団法人 定山渓観光協会
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町内には以前から70坪ほどの三角形の道路残地が放置され
てありました。日当たりが良いのですが、そこには雑草だけ。
そこで、小さくてもホッとひと息つける緑あふれる庭を作ろうと
決心しました。北国の青い空に溶け込むような葉の群れ̶
フォリッジ・コミュニティーガーデンのような庭が理想です。

都会化する街に心安らぐ庭を

北国には雪がつきもの。長い冬に耐えられる植物や宿根草
を組み合わせたり、ローメンテナンスを基本にいろいろ考え
ました。手入れなどは町内の有志がサポーターとして参加。
町内の共有財産を守るという強い連帯意識と愛情をもって
定期的に活動しています。

試行錯誤しながら北国らしい庭を

子どもたちがにぎやかに集い、ベンチで休んだり、花を熱心
に見たりなど、訪れる人が庭でのひとときを楽しみ、町内の
憩いの場としての役目も果たしています。活動を通して地域
のコミュニティーの輪が広がり、散歩をする人たちとも花や
植物の話に花が咲きます。

市内の花愛好家たちにも評判

活動内容について

南羊ヶ丘町内会は、古くからの戸建住宅と、ここ10年の間に建設された
高層マンションが混在した住宅地となっています。このことから、町内会の
自主的な管理のもとコミュニティーガーデンを営むことにより、園芸活動を
通じて新旧町内会員の交流を深めることや、みどりの管理を通した町内
のさまざまな課題への取組みを行うことを目的としています。
北海道で見る花の色は、本州で見る花とは全く発色が違うと言われます。
夏が涼しいから、寒暖の差があるから、といった生育環境だけでなく、
澄みきった空、空気のもとでは、郷土種・在来種の区別なくあらゆる草花、
木々の緑が輝きを増します。中でも青・緑の葉が美しく北海道らしいと言われる
プンゲンストウヒをはじめとした針葉樹、そして青・白・銀・銅などの葉色を
楽しめるフォリッジ葉群による、北国の空に溶け込む植物の葉色を意識した
植栽をデザインしました。

受賞団体の声

時代と共に失われていった緑を取り戻したい念願から賞を頂き、道路残地
を緑豊かな庭にする事が出来ました。町内の有志のサポーターが、愛情
を持って手入れをしています。樹木が大きくなり今や地域の立派な憩いの場
になりました。このコミュニティーガーデンが、これから更に地域の人の輪を
広げる媒体となれば幸いです。

四季折々の北国らしい植栽が、
地域の交流の場に

プンゲンストウとハイビャクシンをシンボルツリーに、誕生
から5年の歳月が経ち、市内のあちこちから、花の愛好家たちが
見にくるほどになりました。庭の美しさに多くの賛辞の声が寄せら
れています。町内のランドマークとしてますます皆に親しまれる
庭になり、町内の次世代に意思が引き継がれるまで活動を
続けていきたいです。

今後の活動

審査委員特別賞審査委員特別賞

北国の空に溶け込むフォリッジ・コミュニティーガーデン 2007年度受賞北海道
南羊ヶ丘町内会



第一生命賞第一生命賞 得票数
第1位
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小野学園自然観察園 2011年度受賞東京都

今後も毎週木曜の放課後に行なっている生態調査を継続。また、生態環境調査委員・クラブ員を中心に、季節の動植物アルバムなどを
作成予定です。2014年6月には東京農業大学とのオープンカレッジを開催。成虫が羽化すれば、ホタルの夕べも開催します。

活動内容について

昭和20年代までは品川区内でもホタルの
飛翔が確認されていました。私たちは当時
と現在の環境を比較し、生物にとってすみ
やすい環境を考えるため、「水と自然」などを
テーマに調査をスタート。併せて児童・生徒
にとって身近なホタルの飼育も始めました。

ホタルが自生する公園を再生したい

ホタルがすめる環境を復元するだけでなく、
観察園内に3か所ある井戸、品川区の保存
樹、従来の土壌などを生かしたビオトープ
作りを心がけました。造園については、大井町
自然観察園のある大井倉田町の町内会、
品川区環境課などにご協力いただきました。

専門家の協力を得て、
自ら考え、実践

2012年5月に開園し、季節ごとの動植物の
生態調査を継続して実施しています。春は
フキノトウ、夏はアジサイやキキョウ、秋は
イロハカエデなど、季節の植物を楽しみに
来園する人もいます。「都会にこんな自然が
あるのは貴重」という声も聞かれました。

地域に貢献する緑の園に

子どもたちがすくすく育つ、森と小川

今後の活動

都市におけるホタルを含む生物の生育環境再生・復元を目標に
定め、自然界の自生環境と都市環境との差異を生徒が分析し、ホタル
自生に必要な条件を設定することにより、都内にいなくなったホタル
を自分たちの手で再生できる自然観察園を作ろうと考え、計画
しました。人にとって清冽な水、豊かな緑、四季咲き誇る花々、野草、
そして、そこに集まるたくさんの身近な生き物などの自然は精神的、
身体的に大変重要な健康要素です。観察園は大切な自然を身近
な場所に整え、充実感を与えられることを目的としています。敷地は
都会の中にありながら閑静な住宅街の中で、隣には西光寺があり、
小野学園小学校の児童たちが自然観察に訪れたり、小野学園女子
中学校の生徒が生態観察を行っています。大井町駅からも徒歩10分

以内にあり敷地を再整備することにより公開性はもちろんのこと、
区民の集い・安らぎの場として生かされた公園になっています。ホタル
が飛翔し多様な生物が生息する里地環境を目指して、現在の学校所
有地にある樹木を利用し（品川区の保存樹3本を含む）、さらに緑化
整備をすることにより、より自然の里地に近い状況を作り、品川区内
における自然環境の復元を目指しています。敷地内には外灯がなく夜
はより自然に近い状況であり、既存の植物を利用し、多様な生物の
生息環境を再生します。そのためには周辺地域の植生の把握、整備
地の生物の利用形態の予測、周辺環境に及ぼす効果、影響を予測し
これらの情報を基に植栽方法の検討、水系の構造等に生息環境として
必要な構造の工夫を行っています。 

学校法人 小野学園  女子中学・高等学校

受賞団体の声

都市における生物の生育環境の再生、復元を目標に2011年から
品川区大井町の敷地の中に川の流れを作り、四季の草花が咲き、

源氏ホタルが自生できる自然観察園を完成させ都会に住む人々の
集いや安らぎの場として提供しています。
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受賞団体の声

那覇市の新都心公園内にある「学びの森」サクラのゾーンが、癒しの
都市空間として、親しみある憩いの場として地域の人々に活用される
ように「サクラの名所」として位置づけ、あけもどろ緑の会の設立

25周年記念事業として、補植を行い継続的に親しまれる緑地を
目指していきたいです。

月に2回の剪定や清掃を行い、那覇市の協力も得て維持を心がけています。さらに緑化を充実させ、永続的に定着させて、都市空間の
美しい景観を保全したいと思っています。

活動内容について

地域の人々が散策を楽しみ、博物館・美術
館を訪れる観光客が沖縄の植物に関心を
持ち、野外学習の場として児童・生徒が活用
できるようにしたいと思いました。「学びの
森」を「生きた図書館」として公開、癒しや憩い
の場として活用できる緑地を目指しました。

「生きた図書館」として公開したい

整備にあたり、年間を通じて花を絶やさない
こと、沖縄らしい植物を楽しんでもらうこと
に配慮しました。日本一早い桜の開花を満喫
してもらえるよう緋寒桜を植栽、低木には
ハイビスカスやツツジを採用しました。那覇
市には基盤整備に対する協力を得ました。 

年間を通じて楽しめるよう配慮し、
管理も継続

桜のゾーンのベンチで休憩している人も多く、
ベンチが憩いや癒しの空間として活用されている
ことを嬉しく思います。また、たび重なる台風の
被害を受け、自然樹形を伴わなくなった桜が多数
あります。そこで「あけもどろ緑の会」創立25周年
記念事業として、桜の補植を予定しています。

地域の憩いの場として定着、
桜の補植も予定

人々が憩い、学び、楽しむ「生きた図書館」に

今後の活動

沖縄都市モノレールおもろまち駅から、新都心地区の区画整理事業
地内にある天久総合公園(現 新都心公園)へ続く天空橋（防災用）
周辺、水の道周辺、水の道「学びの森：サクラのゾーン」の緑化実現し
たいと考え、計画しました。当「学びの森」は、新都心公園、那覇市緑化
センター（集会場、防災用物資保管倉庫）、天空橋（防災用）に隣接する
のみでなく、沖縄県立博物館・美術館にも隣接し、学びの環境が

整った位置にあることから、観光立県美ら島の風土・文化・芸能等を
学ぶ文化施設と沖縄の植物を学ぶ「学びの森」を整備し、「活きた
図書館」としてより充実・公開し、植物を身近に見たり、触れたり、図鑑
で調べたり、また、癒しや憩いの場として、複合的に活用できる緑地を
目指しています。

得票数
第2位

新都心公園水の道（学びの森） 2006年度受賞沖縄県
あけもどろ緑の会

第一生命賞第一生命賞
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仲西中学校正門前広場 1990年度受賞沖縄県

今後も地域の人々に親しまれる憩いの広場として、これまでと同様に仲西中学校の生徒による毎日の清掃活動を継続していきたいと
思います。また「まちづくりプラン賞」などを活用し、ＰＴＡや地域婦人会などと協力して維持管理に努めたいと思っています。

活動内容について

仲西中学校は浦添市のほぼ中央に位置して
おり、沖縄県内では有数の大規模校です。
それまでも学校の敷地の両側にある地域の
皆さんから、「中学校の広場を自由に行き来
できるよう開放してほしい」という強い要望
がありました。

地域のコミュニティ空間として整備

PTAと地域住民が花の植え替えや手入れな
どを年3回程度、樹木の手入れを年2回程度
行なっています。また、清掃は仲西中学校の
生徒が毎日午後1時10分から30分まで20分
かけて行なうほか、PTAや部活動のボラン
ティア活動で実施しています。

生徒、PTA、地域住民と
ともに取り組む

仲西中学校正門前広場は、学校敷地の両側
の地区からいつでもアクセスできるため、通路
空間として人々が行き交っています。放課後
などは時計台の下で楽器の練習をする生徒
の傍ら、地域住民が顔を合わせて話をする
コミュニティの場としても活用されています。

コミュニティの場として活用

生徒や地域住民のコミュニティ空間に

今後の活動

浦添市は戦前に存在した防風林に囲まれた集落形態や御嶽
空間の緑が消失し、再生されないまま緑の少ない市街地形成が
なされました。仲西中学校正門前広場の緑化では、中央の円形
広場にはガジュマル(大樹)のイメージで一帯にデザインされた

パーゴラとベンチと時計塔を設け、それが緑(ツタ類)で覆われる
ことによって南国特有の強烈な日差しを和らげ、年中花の咲く
開放感のある憩いの場を地域住民に提供しておりコミュニティ
の場としても活用されています。

沖縄県 浦添市

受賞団体の声

地域の要望に応え、学校正門前を地域住民が日常的に利用できる
広場として開放し、緑化整備を行いました。今後も学校生徒、PTA、

地域住民等との協力の輪を広げながら維持管理を行い、地域住民
のコミュニティ空間として利用できるよう努めたいと思います。
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託児所や近隣の子どもたちの環境教育の場として、さらに養護学校の自然体験の場にも活用され、地域の方と高齢者との間に交流が
生まれました。 園芸療法士養成講座の実習生も受け入れているので、修了生がこの庭で活躍することを期待しています。

施設を利用する高齢者のみならず、地域の
方々が自然に関わることができる、開放的で
親しみやすい空間づくりと活動内容を目指し
ました。さらに、全国でも珍しい実践型園芸
療法モデルガーデンとして、園芸療法の普及
の場になればと考えました。

高齢者の園芸療法として活動を開始

結城紬で有名な結城市の近隣のため、養蚕や
糸紡ぎ、機織りなどに従事した方が多く、庭園
で桑を育て、生糸を取るなどの活動も行いま
した。リハビリへの意欲や生活への張りが
でた方もいるほか、養蚕の指導など利用者の
ご家族や地域の方との交流の輪ができました。

園芸、養蚕など活動を広げ、
協力者の輪も広がる

市道に面した塀や柵のないスペースのため、
子どもたちの遊び場になるとともに、植物や
園芸活動が地域の興味を引き、交流やいこい
の場として活用されています。「もっと楽しい
こと、面白いことをしよう」と労を惜しまず、
活動に協力してくださる方が増えました。

庭を通じて子どもと
高齢者が自然に交流

今後の活動

元気な高齢者による公園の環境整備のモデルとなれるよう、便利な庭道具の考案やその制作、講座の開催などを考えています。また、
枯れて撤去された松の後にどんぐりを植えるなど、失われる都市の緑を少しでも増やしていきたいです。

茨城県つくば市は多くの研究機関や大学
3校を擁する筑波研究学園都市です。この街
を花と緑で美しくしようと、つくばアーバン
ガーデニング（TUG)実行委員会を設立。
どんな人でも五感を通して楽しめる、ユニバー
サルデザインの庭の構想が生まれました。

誰でも五感を通して
楽しめる庭を目指して

花壇は車椅子の方でも花に触れることが
できる高さで、巡りやすいＳ字型になっている
のが特徴です。花壇の下にひざを入れられる
など、細部の設計にこだわりました。視力の
弱い人も楽しめるよう、花は鮮やかな色や
香りのよいハーブなどを取り入れています。

車椅子や視力の弱い人でも
楽しめる庭づくりを

隣接する病院の患者さんが車椅子で、また
ベッドに寝たままで散歩されている姿がよく
見かけられます。花に元気づけられたという声
も聞かれます。「いやしの庭」を中心に学生、
障がいのある青年たち、子どもたち、高齢者
などの継続的な交流の場となっています。

子どもから高齢者まで市民で庭を守る

今後の活動

松見公園 いやしの庭 2000年度受賞茨城県
ＮＰＯ法人つくばアーバンガーデニング

医療法人光潤会 介護老人保健施設 ルーエしもつま 2003年度受賞茨城県
医療法人光潤会 介護老人保健施設ルーエしもつま
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除草・清掃、季節の草花の植付けなどの管理も定着し、整備場所の環境が維持されるようになりました。当団体メンバーだけでなく、
近隣の方が自主的に行っているようです。用水を使って夏場は打ち水が行われ、清涼感を演出できる場にもなっています。

駅周辺を町の顔、玄関口として整えるととも
に、今は断片的に点在する町の素朴な魅力を
つなげて、誰にでもわかりやすい緑と用水の
骨格をつくりたいと考えました。ここに育った
人たちの原風景として感じられるような修景
も大切なことになる、と思われました。

用水を生かしたネットワークづくりを

みなみだいら児童館前には用水路があり、
これを緑と一体化し、生態系に配慮した
水辺の空間として整備しました。子ども
たちの遊び場として、さらに環境教育の場
としても活用できます。子どもたちはここ
を「わくわく用水」と名付けました。

親しみやすい水辺の空間を創出

駅前はかつて違法駐輪で埋め尽くされていま
したが、整備された現在は道行く人たちの
語らいの場になり、ビジネスマンや高齢者の方
が休息する姿も見られます。育てた花の持ち
寄り場を設けたり、シンボルツリーへのクラフト
展示など、広く地域住民に活用されています。

子どもから大人まで広く活用

今後の活動

区民交流ガーデンクラブでは、毎週行なっている花壇の管理を継続し、美しい花壇を維持していきたいと思います。また、みなと区民
まつりなどのイベントや花植えなどには多くの方々が参加していますが、今後も地域のコミュニティの場となればと思っています。

港区では、区民世論調査において緑の保護
育成の要望がつねに上位にありました。これ
を受け、2002年度より区民参加によるまち
の緑化推進などを目的として、区民が参加
できる緑化活動の場を提供する「港区民交流
ガーデン事業」がスタートしました。

区民の「緑の保護育成」の思いに応える

区民有志による「港区民交流ガーデン準備会」
では、事前視察や講習会を通じた勉強会、
花壇デザインのイメージ作りを行ないました。
また2003年度に区立芝公園交流ガーデン
クラブを発足させるため、クラブとしての活動
のイメージ作りなども行ないました。

準備会で検討を重ね、
区民参加の庭作り

施工後も定例の維持活動を行いながらガー
デンクラブについて検討し、区民交流ガーデン
クラブを結成しました。現在も港区民交流
ガーデン事業では、区民・企業・行政と協働し
緑化活動を通じて地域のコミュニティづくり、
社会貢献に役立つ活動を行っています。

地域コミュニティの場として活用

今後の活動

港区立芝公園 2003年度受賞東京都
港区民交流ガーデンクラブ

南平用水路敷き 及びみなみだいら児童館 2012年度受賞東京都
南平・緑と水のネットワーク
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ガーデンでは多くの体験学習を行なってきました。今後はそれを拡充し、また、植物や自然の力をいかに社会で活用するかを実学的に
学び、人と植物のより良い関係を医療・福祉・教育分野などに広く啓発・普及できる人材を育成していきたいと考えています。

人が癒される空間とは何か、病気や障がいに
関係なく誰もが園芸に親しめる庭に必要な
配慮は何かなどを具現化するモデルガーデン
に再整備したいと考えました。また、自然エネ
ルギーを再利用する方法が「見てわかる」環境
教育の空間ともなればと思いました。

園芸療法士育成のモデルガーデンに

高齢者や障がい者の方にも使いやすい美しい
空間とするために、芝生面積を多くし、花壇
と芝生、園路と芝生コントラストを重要視
しました。また障がいを持った子どもたちが
「水に触れることができるように」という配慮
から、水際ぎりぎりまで芝生を張っています。

高齢者や障がい者の方を配慮して工夫

学生の責任あるメンテナンスのおかげで、学内
の景観良好スポットとなりました。整備の翌年
から敷地の拡充や整備の補充が図られ、
敷地面積も3倍以上に増えました。年間を
通じて、季節の草花を育て、収穫ができる、
体験学習の場としても広く活用されています。

体験学習の拡充と適切な人材の育成

今後の活動

建物の高さを制限するなど、鎌倉は古都としての景観を保っています。花や緑などのソフト面でも今まで以上に充実したものを求められ
ているように感じます。これからも“緑の回廊”（コリドール）の維持、更なる“フォレストブルーバル”（森の大通り）を目指します。

町には緑のベルトが途切れている部分が
ありました。鎌倉を訪れる人は古都らしい
たたずまいを求めているのではないか。若宮
大路とその周辺を、一年を通して花の絶えない
場所にすることで、ゆとりと和らぎの気持ち
を提供したいと思いました。

若宮大路を緑と花の絶えない場所に

緑のベルトをつなげるため、銀行の敷地や隣接
する本覚寺の大規模な駐車スペース周辺の
緑化を進めました。観光客や市民、往来を通過
する車に安らぎを与えたいという願いが込め
られていたのです。周辺とのバランスを考えた
緑化ゾーンにすることも心がけました。

緑のベルトをつなげるため緑化を推進

鎌倉市を中心とした世界遺産登録にも大きな
役割を果たし、地域の環境を整える活動として
メディアにも取り上げられました。登録には
至りませんでしたが、これまでの清掃や花
植え、環境整備という地道な積み重ねにより
住民・行政が一体となって活動できました。

古都の景観と花や緑が
調和する町並みに

今後の活動

スルガ銀行前庭及びとうきゅうストア駐車場 2003年度受賞神奈川県
ＮＰＯ法人 かまくら緑の会

みんなのもったいないガーデン 2010年度受賞神奈川県
東京農業大学農学部バイオセラピー学科 植物介在療法学研究室
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四季を楽しめる花木により、まちの玄関口整備が叶いました。今後は、地元のNPO法人や地域づくり協議会、ボランティア団体の協力
を得ながら、植栽した欅が大きく育ち、将来、まちのシンボルとして末永く愛されるようにしたいと考えています。

高月町では2002年度からＪＲ高月駅の全面移転
改築、駐車場・駐輪場の整備など、総合的な駅
整備を進めてきました。駅前広場のロータリーは、
来訪者が最初にまちの風景に出会う「まちの
玄関口」です。単に緑化するだけでなく、将来的には
まちのシンボルになるものにしようと考えました。

緑豊かな「まちの玄関口」に

昔、高月町には多くの欅の大木が自生してい
ました。「欅（ケヤキ）」の古名は「槻（ツキ）」
であり、古くは大阪府の高槻市と同じ「高槻」
と呼ばれていました。このことから、ロータリー
内に植栽するシンボルツリーの1本は、町に
縁のある欅に決めました。

町名の由来である「欅」をシンボルに

完成後、地域の皆さんの間で、自分たちのまち
に欅の巨木が多く存在していることが認識
されました。力強くまっすぐ空に向かって伸び、
柔らかく包み込むような枝ぶりの樹形を持つ
欅は、高月町が2010年に長浜市と合併した
あと、「長浜市の木」に選定されました。

地域の文化を見直すきっかけに

今後の活動

今後は、理科館の周囲に小学校の教材に登場する花や木を植えて観察できる場を設けたり、「こころの池」の周辺に小鳥が好む実をつける木 を々植えたい
と考えています。図書館の敷地全体を「見る」「学ぶ」「育てる」環境に整備し、町のシンボルとなるような緑の景観をつくっていきたいと考えています。

植栽や水辺の環境を整備して緑化を広げ、
敷地全体を “生きた” 図書館にしたいと考え
ました。昆虫や鳥と触れ合うなど、楽しみ
ながら自然を学ぶことができる自然学習の
場、同時に誰でも気軽に散策できる交流の
場を目指しました。

敷地全体を緑化し、“生きた” 図書館に

子どもたちの学習につなげていく取り組みも
進めました。「夏休み図書館科学教室」に
おいては「野外の植物を調べよう」と題し、
ビオトープとして整備された「こころの池」
周辺の草木を観察。学習活動など、広げた
緑化エリアの活用にも力を入れました。

木に交流の思いを込め、
自然学習にも活用

敷地内の「こころの池」には鴨や小鳥が集まり、
木々の緑と相まって美しい風景をつくり出して
います。親子連れが遊ぶ姿が見られるほか、
川で捕ったウナギの稚魚やメダカ、エビを
理科館に預ける小学生もいます。町民が自然
に親しむ場として、定着しているようです。

「見る」「学ぶ」「育てる」環境に

今後の活動

吉田町立図書館 2004年度受賞静岡県
静岡県 吉田町

ＪＲ高月駅東口ロータリー 2007年度受賞滋賀県
滋賀県 長浜市
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町家再生複合ショップの主目的は、店子による商いがそれぞれを潤し、結果として町家を次代に引き継ぐことです。植栽の維持管理も
引き継いでもらえるよう、心を配りたいと思っています。またこのような緑化手法をまちの至るところで実現できればと願っています。

空堀は、木造住宅密集地域であるため、路地
などは多く残っているのですが、緑化する
スペースや地面そのものが少ない状況です。
そして単に緑量や緑化面積のみを増やすのでは
なく、暮らしにフィットした“これからのカタチ”
を志向することにしました。

暮らしにフィットした緑化を目指す

それぞれのみどりが、単に見た目がきれいな
だけでなく、機能面も意識したものになって
います。例えば壁面緑化の「萌」は商空間として
のアイキャッチ、「練」は狭小植栽地による道路
沿いの街並み緑量確保、屋根緑化の「惣」は
屋根の温度上昇低減などです。

見た目はもちろん、機能面も考慮

以前も懐かしい建物を撮る観光客はいました
が、ユニークな緑化を行ったことで、より多く
の方々が立ち止まる様子を目にするように
なりました。「練」のエントランスにある、植物と
ともに座ることのできるベンチで多くの人が
休息を取る様子もよく見られます。

今後の活動

今後はさらに地域に密着した活動を展開したいと考えています。NPO団体と共同でビオトープの生物の管理を行いながらノウハウを
蓄積していくほか、温暖化防止のため、ヒートアイランド効果のある緑のカーテン作りを継続して行っていきます。

京都府は2008年に「新『京都テルサ』創造
プラン」を策定。京都テルサ周辺では府内でも
CO2排出量が多く、地球環境に配慮した先進
的な取り組みを進めることにしました。その
ために行われたのがCO2排出量削減の取り
組みと、生物多様性を促す空間づくりです。

地球環境に配慮した
先進的な取り組みを

2008年度から屋上緑化（ビオトープ）を造成し、
翌2009年度からは施設の入口近くの歩道沿い
に緑地帯を整備しました。2010年度には「緑
の環境デザイン賞」で緑と水の環境創造プラン
にあわせた緑地帯づくりが空間づくりに大きな
進展をもたらしました。

生物、人が共生する緑あふれる空間に

花壇や緑地帯で収穫したゴーヤや花の種を
来館者にプレゼントしています。つる系植物
3種（アサガオ、ルコウ草、ふうせんかずら）を
育て方ガイドとともに渡しており、好評です。
近隣の方から花の提供もあり、美しく咲く花
が訪れる人の目を楽しませています。

地域に根ざした緑化活動を実践

今後の活動

京都テルサ（京都府民総合交流プラザ) 2010年度受賞京都府
財団法人 京都府民総合交流事業団

町家再生複合ショップ｢萌(ホウ)｣｢練(レン)｣｢惣(ソウ)｣ 2005年度受賞大阪府
からほり倶楽部

店子自身の関わりで
町家も緑化も継続可能に
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これまで収穫のほか、花見や秋祭りなども開催。今後も施設の生活の中に、季節感や植物の生長に関わる楽しみを提供していきたいと
思っています。また、高齢者と幼児が「興味を共有できる」という植物の特徴を世代間交流などに活かしたいと考えています。

施設利用者とそのご家族に、憩いの場を提供
したい。特に利用者には花や緑に触れる体験
を通じ、作物の生長を期待する気持ちや収穫
物を得る達成感などの心身の活性を得てほしい
と思いました。また地域の皆さんに対する憩い
と癒しの空間の提供も目的としました。

花や緑に触れ、利用者の心身を活性

整備にあたり、施設利用者の興味を探ること、
土の質や気候など風土の特徴を知ることから
スタートしました。単に緑化するだけでなく、
高齢である施設利用者の興味につながる
よう、手で触れても安全な植物、生長の過程
が分かりやすい植物などを選びました。

触ったり収穫を楽しんだりできる庭に

毎年、1500球前後のチューリップを植え、施設
利用者やそのご家族に春の到来を楽しんで
もらっています。また、地域の幼稚園児とポップ
コーンの栽培を行なっています。園児の訪問の
たびに生長具合を確認し、世話をすることで、
幼児と高齢者の交流が深まりました。

今後の活動

クリスマスシーズンには、光のモニュメントが設置され、「1000ｍの光の回廊」のイベントにおける中心モニュメントとしても活用されて
います。神戸の冬のシンボルイベント“ルミナリエ”と並び、神戸の玄関のおもてなし花壇として多くの人々を迎えているのです。

1995年の阪神・淡路大震災により三宮駅周辺も
被害を受けましたが、多くの支援により元の姿
を取り戻すことができました。復興した神戸を
ご支援いただいた国内外の皆さんに訪れて
いただこうと、シンボルの一つとしてこの広場
を再整備しようということになったのです。

復興のシンボルとして整備

ボランティアの人々は、花壇のデザインや
整備、水やりなどの管理を行っています。各々
がこの広場を訪れる人々への“おもてなし”の
気持ちをもって、活動に取り組んでいます。

ボランティア団体が主力として活躍

花壇の管理でもっとも大変なのは、春から夏
にかけての灌水作業です。「緑花クラブ 
KOBE」のメンバーを約8名ずつ10組に分けて
交代で携わっています。この時期はほぼ
毎日、除草と灌水を行なって、美しい状態を
保てるようにしています。

神戸の玄関の
おもてなし花壇として定着

利用者や地域に植物の生長に
関わる楽しみを提供

今後の活動

JR三宮駅南側広場 2000年度受賞兵庫県
公益財団法人 神戸市公園緑化協会

特別養護老人ホーム星陽 2007年度受賞兵庫県
社会福祉法人 仁寿福祉会
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今後は、より多くの市民が楽しめるようなイベントや講座を開催しながら情報を発信し、緑化活動に携わるボランティア団体の活動拠点としても
機能を充実させたいと考えています。花と緑の連鎖が、市内に笑顔やつながりを増やせるよう、市民や事業者と取り組みを進めていきます。

当施設は、花と緑あふれる「ふるさと生駒」づくりを
広域的・効果的に展開する情報発信基地として、
2001年度に設置。名前の「ふろーら」はローマ
神話の“花の神”、「む」は“夢”を表現しています。
以降、市民やボランティアの力を得ながら親しみ
やすい施設づくりに取り組んでいます。

花と緑あふれる「生駒」づくり

イベントや講座運営のほか、年に2回の市民
参加による花壇づくり「みんなで作ろう花畑」
の開催など、多くの市民や事業者が運営に
関わっています。2006年には「花好き・自然好き
市民サロン」も開設。花や緑を媒介にし、世代を
超えて地域の人々 がつながる場となっています。

多世代がつながり、集える機会を提供

施設の充実とにぎわいづくりにとどまらず、
ふろーらむを拠点にして市全体が花と緑であふれ、
緑化の推進者が増えることを目指しています。
一昨年度からは「まちなか・ふろーらむ」として、
身近な場所にある花壇など約70か所に看板を
設置し、マップも作成してアピールしています。

ふろーらむを拠点にした、
花と緑のまちづくりへ

今後の活動

花のまちづくりセンター ふろーらむ 2000年度受賞奈良県
奈良県 生駒市

今後は毎年6月に「宮原ホタルまつり」を開催し、またホタルの里の開放期間を長くするなどで地域の皆さんに親しんでもらえる場所に
したいと考えています。また紫陽花の剪定で出た枝を挿し木にして増やし、宮原地区を紫陽花でいっぱいにしたいと思います。

地域の人々が楽しめる場所となり、宮原地区
の、そして呉市の観光スポットにもなるように
との思いで宮原地区まちづくり推進委員会
は立ち上がりました。2010年呉市のまち普請
事業を活用、大勢のボランティアとホタル
が育つ人工池を完成させたのです。

多くの人々が楽しめる観光スポットに

池の周辺には紫陽花を1400本植栽。このとき
は地元の小中学生182名にお手伝いをして
もらいました。紫陽花が成長しやすいように
雑木林内の下刈りを行なっていますが、ホタル
の幼虫の成育を妨げないよう、流れや池周り
については注意を払っています。

地域の人々と力を合わせて造成

宮原地区は山里にあるため、野生のイノシシ
が出没し、せっかく植栽した紫陽花を掘り
返してしまうことがありました。そこで地域
ボランティアの皆さんと共同で50メートルに
渡る金網を設置。これで重ねてのイノシシ
被害を防ぐことができました。

紫陽花でいっぱいの
まちづくりを目指す

今後の活動

清水と紫陽花きらめく「宮原ホタルの里」 2012年度受賞広島県
宮原地区まちづくり推進委員会
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「南九州大学都城キャンパス ヒーリングガーデン」は、地域の人々が自由に出入りできる場所です。学生の教育はもちろんですが、地域
社会の生涯学習にも貢献できるものと考えています。この素晴らしい環境のネットワークをさらに広げて行きたいと思います。

計画設計では、教育・研究の場所として有意義で
実践的な緑の施設造りをポイントにしました。
同時に、地域のオアシスとなること、周辺の街
路植栽や住宅の庭園などの緑地と一体感ある
構成であること、誰もが安心して利用できる
施設であることなどを挙げました。

地域に開かれた緑豊かな空間に

四季の変化を体感でき、五感で自然を体感
できる施設、誰もが植物や生物、人と一緒に
くつろぎ、語らい、活動できる空間を指向。
園芸療法が可能なレイズドベッド、ウォーター
ガーデン、ビオトープ、エディブルガーデン、
市民交流花壇などを計画しました。

地域住民、学生らと協働して整備

地域の人々が日常的に散歩する姿をよく見か
けるようになり、家族でピクニックに来る人も
増えているようです。またバリアフリーである
ことから車椅子利用者の方も散策に来られる
など、地域の日常生活の中の憩いと癒しの場
として定着しているように感じます。

地域の日常生活の中に定着

今後の活動

南九州大学都城キャンパス ヒーリングガーデン 2008年度受賞宮崎県
学校法人 南九州学園

今後は、現在の維持管理を継続し、地元自治会婦人部の皆さんや京陵中学校の生徒とも協力しながら、地域の皆さんに憩いの場として
活用してもらいたいと思っています。

熊本を題材とした小説『草枕』に登場する木蓮
の苗木を植え、漱石が詠んだ句「すみれ程の
小さき人に生まれたし」の句碑を設置。もとは
中学校の校内にあった樹齢100年を超える
大きな楠が枝を伸ばして繁っており、気持ちの
よい木陰を作っています。

緑化は行政任せにせず、地域が協力

この緑道がもともと京陵中学校の敷地内
でもあり、現在隣接していることから、学校
の生徒が毎日清掃活動を行うようになり
ました。また、地元自治会婦人部のみなさん
も月2回、ボランティア活動として清掃活動
などに携わっています。

行政と地域で維持管理を分担

緑道整備から10数年経過しましたが、行政の
維持管理はもちろん、地元自治婦人会のボラ
ンティア活動も継続しています。通りすがる
人々からの「きれいですね」「大変ですが、がん
ばってください」という声かけが励みとなり、
継続の活力となっているそうです。

地域の日常生活の中に定着

今後の活動

京陵中学校前緑地 1994年度受賞熊本県
熊本県 熊本市
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鳥が森の中に巣を作り、ひな鳥が巣立つようになりました。小川には二世代の生き物が生息するなど、ビオトープとしてようやく出発点に
立った気がします。森の中に小さな自然が育っていることを認識し、そこにすむ生き物の営みを見守っていきたいと思います。

都市計画に伴う宅地造成で緑が失われていき
ました。なんとか園庭に緑をとどめ、子ども
たちや地域住民の憩いの場をという思いで
森づくりを始めました。同時に園庭内に自然を
取り込み、子どもたちが森を育て、森が子ども
たちを育てる場となればと願いました。

子どもと森がともに育つ園庭に

森と小川を作ったものの、すぐに生き物が集まって
来たわけではありません。また当初は頻繁に草刈りを
していましたが、自然が育たなくなってしまうとの思い
で人工的な手は加えない方針に見直しました。現在、
小川は森の中を流れて池に注ぎ、鳥や蝶、バッタ
など多くの生き物が訪れるようになっています。

自然の姿を持つ森と小川を造成

森は子どもたちにとって動植物と触れ合う、
最高の遊び場であり、学びの場です。そして
森のまわりの遊歩道では、孫の遊ぶ姿を見ながら
散策するおじいさん、おばあさんの姿もあります。
地域の皆さんに森を活用してもらっている
ことが私たちの大きな喜びです。

生物が営みを始め、地域の人々も活用

今後の活動

学校法人 押野学園 川内幼稚園 2006年度受賞鹿児島県
学校法人 押野学園 川内幼稚園




