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特集・甫民力によるランドスケープマネジメント

地域連携を活かしたランドスケープマネージメント
~神奈川県立都市公園の管理運営事例を通して
Regional Alliance in Landscape Management 

-With a Special Reference of Management Operation in Prefectural City Parks of Kanagawa 

横井昭一*

Shouichi YOKOI 

1. はじめに

都市公園には，さまざまな役割が期待されている。良好

な都市環境の提供，都市の安全性の確保と向上，市民のレ

クリエーション活動や憩いの場の形成，豊かな地域づくり

や地域の活性化など。いずれも大切な役割であるが 4つ

自の地域づくりや地域活性化は，今後，特に重要性が増し

てくると思われる。高度経済成長が終わり，社会的にも景

気の後退が続いている中で，雇用情勢の悪化，精神的スト

レスを持つ人々が増加している一方で，団塊の世代退職に

よるボランティア活動需要の増大や，二酸化炭素排出抑制

活動が世界的に推進されるなど，咋今の社会の諸問題は，

経済開題から環境問題まで広範に拡がっている O 都市公園

は，自然を活かした経済活動，環境活動，医療活動など，

幅の広い活動ができる場であり，それらの諸問題を解決で

きる可能性を十分にもっており，あるいはそのきっかけづ

くりの場として大いに期待されている。

本稿では，神奈川猿立都市公園の管理運営において，豊

かな自然環境や優れた景観を利活用した経済活動により，

社会貢献や地域貢献的な連携を展開している公雷管理事例

の紹介を通して，これからのパークマネジメントのあり方

や方向性について述べることにする O

2.神奈川県立公閣における管理運営の事例

(1)県立茅ヶ崎里山公園における取組み

茅ヶ崎里山公園は，神奈川県茅ヶ崎市北部の丘陵地に平

成 13(2001)年に開国した県立都市公園である。平成 21

年度は，財団法人神奈川県公園協会が指定管理者として公

園の管理運営を行っている。この公関は，公閤名称、の通り，

湿地，田んぼ，畑，樹林地を有して，循環型の維持管理を

目指している。里山エリアの他，大型遊具や芝生広場等の

ある利用エリアが整備され，休日には多くの来園者で賑わっ

ている。市民による里山保全活動が盛んであり，約 800名

が登録している市民団体「茅ケ崎里山公園倶楽部jのメン

ノ〈ーが，農作業や樹林管理作業を年開通じて楽しみながら

本神奈川県公園協会
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写真一 1 茅ヶ崎里山公園 里山ヱリア

維持管理を行っている O

(i)燃料用木質チップの供給と環境学習による教育機関

との連携

茅ヶ崎里山公園には，環境共生型のパークセンターが整

備されている。太陽光発電，グリーンカーテン等の設備を取

り入れ，雨水を利用したり，室内の風通しを良くした構造

の建築物である。また，神奈川県の県立都市公閣としては，

写真一 2 茅ヶ崎里山公園 パークセンター



写真一 3 チップボイラー

(茅ヶ崎里山公園)

写真 4 七沢希望の丘初等学校

(神奈川県厚木市)

写真-5 七沢希望の丘初等学校

チップボイラー

初めて木質チップを燃料とするボイラーシステムにより冬

季期間の施設暖房をおこなっている O 燃料となる木質チッ

プは，本公園内の樹林管理作業において発生する莞定校等

であり，当該ノfークセンターで利用する燃料は安定的に備

蓄されており，資源の有効活用システムが構築されている。

そして，この燃料用の木質チップの余剰分を有効活用す

るために，公園外の地域の施設にも供給していくことを始

めている。これは，余剰チップを燃料材として有効利用す

るとともに，里山の保全管理，チップ利用による環境教育

もねらった取り組みである。ここで，燃料用チップを供給

する連携先としては，公的な機関，教育的な機関が理想、と

考えた。そんな折，本公園の近郊に位置する厚木市内に，

茅ヶ崎里山公園と同様の木質チップボイラーシステムの暖

房設備を取り入れた私立小学校が平成 21年 4丹に開校し

たため，その年の 11月から，小学校で使用する燃料用チッ

プの一部を試験的に供給することとした。なお，試験的導

入ということで，金銭をともなう売買関係はとらず，環境

教育的な連携関係を結ぶこととした。例えば，木質チップ

を小学校に搬入するところを小学校の生徒たちに見てもらっ

たり，公園への遠足をおこなったり，里山保全作業を体験

してもらったりすることによって，自分たちの教室の暖房

設備と里山の保全の結びつきについて活動体験を通して実

感し，理解するという教育・学習の機会を取り入れている。

写真一 6 里山保全市民活動(茅ヶ崎里山公園俣楽部)
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公共施設である都市公闘を考えれば，公立の教育機関と

の連携を展開していくことが望ましいと忠われるが，木質

チップボイラーシステムの設備がある公立学校が無いのが

現状である O したがって，この私立学校との連携事例が一

つのきっかけとなって，公立学校にも同じような関係がき

っーかれることを願っている O 今後， このような連携先が増

えれば，里山林の維持管理経費の節減にも寄与し，里山林

の管理活動によって公盟が適正に管理され，生物の多様性，

掴内の景観向上等につながっていくと思われる。

(長)公園管理上発生する産物を和用した地域団体との連携

現在，茅ヶ 11時里山公園の圏内には売庖が設けられていな

いため，公菌利用者へのサービスの一環として，公国管理

事務所の窓口において，パンと弁当の販売を季節限定でお

こなっている。

これらのパンと弁当の製造は，公園近隣の障害福祉関連

施設に委託している。公園の管理上発生する産物を利用し

た季節感あるオリジナル弁当を共同開発して販売しており，

来間者には大変好評である O 春には，公園管理の産物であ

るタケノコを食材としたタケノコ弁当，秋には，公撞!の里

山保全活動による産物であるジャガイモを食材としたコロッ

ケ弁当，里山樹林の維持管理から生まれるホダギで栽培し

たシイタケを食材としたシイタケ弁当などである。現在の

ところ，製造・販売している弁当は，それぞれ 30~100 食

写真 7 七沢森林公園
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写真一 8 アルプホルンコンサー卜

程度で，まだ規模は小さい取り組みであるが，弁当の販売

を通して，それぞれの団体にとっては売上金が収入となる

仕組みができており，今後も大切に育んでいきたL、。

(2 )県立七沢森林公園における取り組み

七沢森林公園は，市街地に接しながらも，東丹沢の麓に

位置する緑豊かな都市公園で 1988(昭和 63)年に開園し

た。公園周辺には，閑静な温泉郷，医療機関，企業の研究

機関等があるニュータウンが立地しているが，丹沢大山田

定公園にも隣接していることから，公園内で野生のサル，

シカ，イノシシ等を身近かに見ることもできる。また，ハ

イキングや森林浴などができる散策道，眺望の良い芝生広

場，バーベキュー広場やアスレチック遊具広場等があり，

1 Bゆったりと愉しむことができる公園である。

( i )地元の温泉組合と連携した誘客活動

七沢森林公園に隣接する「東丹沢七沢温泉郷」は，首都

歯から最も近いといわれる温泉郷で，強アルカリの温泉は

美肌効果があることで知られている。また，この公菌の位

置する厚木市七沢地区と隣接する飯山地区は，森林セラピー

基地として国の関係機関から認定を受けており，厚木市に

おいては，豊かな自然とともにピ一アールをして観光客誘

致にも積極的に取り組んでいる。これらの地域資源や施設

などと連携して， 七沢森林公闘では公園の自然資源を活か

した各種の体験プログラムをおこなっている。具体的なプ

ログラムとしては，地元の新鮮な野菜や肉を食材としたバー

ベキューサービス，自然素材を使ったクラフト教室や陶芸

教室，オカリナや草笛，アルプホルン等の自然に溶け込ん

だ音楽コンサート，管理作業で生まれた薪を燃料とした野

外料理，里山の保全維持管理，森林セラピーガイドウオー

ク等などがあげられる O これらの公留のプログラムは，観

光パンフレット等で温泉郷宿泊者にも情報提供し，都市公

匿の利用博報と七沢温泉郷の利用情報をそれぞれの利用者

に提供し，相互にピ一アールに努めて，公園だけではなく

周辺地域も含めた誘客活動をおこなっている。つまり，こ

こには，温泉郷の宿泊施設側には宿泊者が楽しむことので
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写真一 9 野外料理と里山保全活動

きるプログラムの提供に難しさがあり，公園側には来閤者

が宿泊できる施設を有していないという状況の中で，それ

ぞれの施設特性を活かして，相互に補完しあうシステムと

成立しているといえる。

3.公圏管理運営の今後のあり方

2つの都市公園での具体的な事例を紹介したが，今後の

公園管理運営のあり方について，指定管理者をはじめとす

る公園の管理者，公菌の設置者，そして公園の利用者，そ

れぞれが，どのような考え方をもち，行動すべきかを考え

てみたL、。

(1)公園の管理者への期待

民間企業をはじめとして，公益法人，非営利活動法人，

社会福祉法人などいろいろな閤体が，都市公園の指定管理

者になりうる。当然のことながら指定管理者は行政の代行

者として，公の為に公園管理運営業務をおこない，公圏利

用者や公共福祉のために公園のさまざまな機能，効用を総

合的かつ最大限に活かす努力をしなければならない。また，

公園はさまざまな役割を有しているが，時代の流れや社会

の要請によって，その役割やニーズは常に変化するという

性格をもっている。したがって，メンテナンスのクオリティ

を上げ，安心・安全で清潔な公簡を維持保全していくこと

を前提としつつ，時代と社会の期待に芯える利用者サービ

スの提供や仕組みづくりが求められているO

近年は，経済の世界的な不況という状況もあり，都市公

留の維持管理費も削減されている傾向にある。その中でこ

れまでと同等以上のクオリティを確保していくためには，

設置者(行政・地方自治体)から支出される管理費のみを

財源とした公園管理運営では限界がある。つまり，それぞ

れの公園が管理費を生み出していくことが求められている。

現実的には課題も多いと思われるが，施行錯誤を実務にお

いて繰り返していくことが必要であろう O

その際に，全てにおいて経済的，経営的な効率性を高め
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れば良いというわけではなく，あくまで舞台は公の公園で

あり，社会的に意義のある経済活動が必要である。それに

は， IソーシャルビジネスJの考え方が適用できると考え

る。「ソーシャルビジネス」とは，環境問題，地域問題，

貧困問題等さまざまな社会的問題に向き合い，自立的なビ

ジネスを通じて解決していこうとする活動の総称である。

全ての経済活動がこの考え方が基本となると考えられるが，

都市公園等の公共施設では特に求められるであろう。

公園の管理者は，常にソーシャルビジネスの情報を収集，

調査研究をおこない，公園での展開方法の模索および確立，

関係機関との連携の可能性を探るなどの作業が必要である

と思う。それにより，よりよい利用者へのサービスをおこ

ないつつ，社会的課題の解決や経費の節減，公園で働くス

タッフのやり甲斐，生き甲斐づくりにもつながってくるで

あろう。

(2 )公園の設置者への期待

前述したとおり，公園はさまざまな機能や役割を有して

いることから，その中には社会の様々な課題が混在してい

る，また混在する余地がある。つまり，公園というのは，

社会の縮図的な都市インフラであると思う。そして公園に

は，さまざまな効用があることをふまえ，行政組織の縦割

りにとらわれず，多くの展開が可能な仕組みづくりをして

ほしいと願っている。例えば，公園との連携可能な施設と

しては，病院，学校，公民館，環境共生型設備などがあげ

られ，さらには農業，林業，環境保全，地域振興(経済活

動，観光)などの公園周辺地域の活性化，あるいは景観づ

くり，地域コミュニティづくり等への展開も期待できる。

国，地方公共団体に関わらず，設置者(行政)にあっては，

それらを総括的に調整担当するセクションが公園管理業務

と連携していくことによって， IみどりJを軸としたより

良い社会づくりが実現すると思う O

( 3 )公園利用者への期待

公園は誰のものか。公園の設置者のものでもなく，公園

の管理者のものでもない。利用する県民・市民のものであ

る。国営公園等一部の公園は，有料で利用することになる

が，ほとんどの公園は有料ではなL、。しかし，有料ではな

くても，利用者である県民・市民は「税金」というかたち

で間接的に支払っている。

つまり，公園に限らず全ての公共施設は有料で利用して

ランドスケープ研究 73(3)， 2009 

いると考えることもできるであろう。他方，利用者は公共

施設に対して何でも要望を出せるかといえば，そういうわ

けではない。公共的な利益をふまえて要望が通っていくも

のである。これからの時代は，ひとりひとりの個人ではあ

るが，より公共人の一人としての意識をもってもらいたい。

自分だけの利益を考え，全てを管理者や設置者へ要望する

のではなく，多くの県民・市民が都市公園をよりよく活用

できるにはどうしたらよL、かを自ら考え，自らの責任で利

用してもらいたL、。そして，大いに公園を積極的に生き甲

斐づくりの場として利用してほしL、。

4. さいごに

公共的観点をもった利用者(県民・市民)と， ソーシャ

ルビジネスを念頭に置いた管理者(指定管理者等)，さま

ざまなセクションとの連携機能をもった設置者(行政)が

有機的な関係が構築されると，公園はもっともっと魅力的

な存在になると思う。特に民間企業等との連携は，まだま

だ多くの課題があるのが現実であるが，魅力ある公園づく

りを目指すために，現状をステップアップさせていくこと，

そして新しい仕組みづくりや実践的な活動に取り組んでい

かなければならないと思う。

<茅ヶ崎里山公園の概要>

開園/平成 13年 10月

所在地/神奈川県茅ヶ崎市芹沢 1，030

交通アクセス/JR茅ヶ崎駅もしくは小田急線他湘南台駅からバ

ス約 20分

面積/19.7ha (H.21.4)計画決定面積 36.8ha 

開園時間/24 時間開放(ただし駐車場は 9・00~18:00)

設置者/神奈川県

管理者/財団法人神奈川県公園協会

<七沢森林公園の概要>

開園/昭和63年4月

所在地/神奈川県厚木市七沢

交通アクセス/小田急線，本厚木駅からパス約 30分他

面積/64.6ha 

開園時間/24時間開放 ただし駐車場は， 8・30~17:00 (7， 8 

月は 18:00まで)

設置者/神奈川県

管理者/財団法人神奈川県公園協会
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