
参考資料－２ 緑の保全・創出・活用に関する他市の事業等の事例 

テーマ 事業名称等 事例都市 概要 本編 1.2頁 

里山保全 1.新治市民の森 横浜市 市条例に基づく地域制緑地として、地権者と愛

護会が協力して里山を保全 

5 左 

 2.茅ヶ崎里山公園 神奈川県 里山文化を体験できる都市公園として、協議会

とボランティア団体で管理 

5 左 

 3.倉沢里山 日野市 民団体が市とパートナーシップ協定を結び、役

割分担して里山を保全 

5 左 

 4.寺家ふるさと村 横浜市 地域の人びとの生活の場である谷戸田と里山

の風景を活用しつつ保全 

5 左 

森林保全ボラン

ティア育成 

5.里やま講座プロジェクト 松戸市 市民団体と行政、支援団体の三者による緑の

担い手づくり 

5 左 

 6.市民による里山育成事

業 

横浜市 活動場所紹介から人材育成まで・森と市民をつ

なぐしくみ 

5 左 

農村空間の保全 7.ひらおかの里農村公園 袖ヶ浦市 農村空間の保全復元による農業・農村文化の

継承・都市住民等との交流の場の創造 

6 右 

 8.藤井野里堰農村公園・フ

ットパス・広域農道植樹 

袖ヶ浦市 農村空間の保全復元による農業・農村文化の

継承・都市住民等との交流の場の創造 

6 右 

 9.谷津ミュージアム事業 我孫子市 谷津の自然環境を再生し、農業や暮らしの風

景を復活 

6 右 

 10.恵みの里事業 横浜市 農村のエリアを設定することにより、地域ぐるみ

での農あるまちづくりを推進 

6 右 

身近な自然や風

景の継承・活用 

11.用水守制度・よそうの

森 

日野市 身近な水辺と原風景である用水と水田風景を

公園として保全・継承 

6 右 

 

農業支援ボラン

ティア育成 

12.市民農業大学 国分寺市 養成と紹介の２つを柱に、援農ボランティアとし

て必要な技術を座学と実習を通して習得 

6 右 

遊休農地の有効

利用 

13.滝不動前お花畑プロジ

ェクト 

坂戸市 農業者と大学の協働による花づくり 6 右 

 14.観光花農園事業 大和市 農地の有効利用と市民のやすらぎの場の提供 

 

6 右 

遊休地（空き地、

未利用地）活用 

15.コミュニティガーデン 横浜市 

日野市 

空地や未利用地を、住民主体のコミュニティ再

生やみどりのまちづくりの場として活用 

6 右 

身近な樹林地の

保全・活用 

16.市民緑地制度＋協定

による街山づくり 

千葉市 身近な樹林地を土地所有者、市民団体、行政

の協働により保全・活用 

8 

23 左 

市街化区域内農

地の保全 

17.農業体験農園、区民農

園、老人クラブ農園等 

東京都 

練馬区 

農地の多面的機能に着目した多様な取り組み

を展開 

10 左 

市民による公共

空間の管理 

18.公園と道のサポーター

制度 

東京都 

新宿区 

区民等の公共空間の管理への参画による暮ら

しやすい地域づくりの創出 

22 

市民による樹木

管理 

19.えどがわ桜守 東京都 

江戸川区 

登録制度により桜の保全に関する市民の活動

を支援 

22 右 

市民の参加、資

金の確保 

20.マイ・ツリー事業 東京都 都市公園等の緑の拠点を街路樹でつなぐ「グリ

ーンロード・ネットワーク」の形成・充実 

22 右 
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■里山の保全 

１．新治市民の森 横浜市 

市条例に基づく地域制緑地として、地権者と愛護会が協力して里山を保全 

 

概要 

・開園： 平成12年3月26日   ・規模： 66.2ha 

・主要施設：散策路延長6000ｍ、広場２箇所 休憩所１箇所 トイレ 

・新治市民の森は横浜市緑区にひろがる昔ながらの里山。この森を含む一

帯は、「北の森」と総称される市内屈指の緑地帯で、深い森に、旭谷、

鎌立の大きな谷戸がはいりこんでいる。クヌギ、コナラ林や、スギ・ヒ

ノキがある尾根に谷間が複雑に入り組み、横浜の原風景を思い起こさせ

る景観となっている。 

管理概要 

・森の保全管理は、新治市民の森愛護会。平成12年2月11日設立。会員数

150名 

・昔ながらの谷戸の景観をそのままに広く市民が緑を育てる場とし、人間との新たな共生によりこの森

を生き生きと蘇らせ、未来の子どもたちに引き継ぐことを目的としている。 

・会員は、この森に関係する地主や近くの住民、森を愛するボランテイアの人達で、遠くは渋谷や厚木

方面の市外からも参加。いろいろな職業人の集まりで、倒木の達人・製材屋さん・ホーム・ページづ

くりの名人もいてちょっとした仕事はすぐにこなせる多能な集団でもある。自称「きのこ博士」や「と

んぼ博士」などの愛好家も多く学習会を開いても先生には事欠かない。 

・活動方針は「市民の森の価値を高めよう。」がスローガンで、過去に神奈川県の環境功労賞も受賞。 

活動内容 

・活動日数：愛護会の活動は月4回、各自の都合にあわせて毎週の活動を実施。

趣味のクラブ活動もある。 

・活動内容：園路整備・人工林の間伐作業・森の手入れ・清掃・ゴミ拾い等 

・横浜市協働事業: 間伐材を活用した「森の工房」運営と手作り教室開催 

・イベント等の行事：こども森の日(春夏秋冬)・ヨソの森を見に行く会・里

山仕事講座・定期総会・スプリングフェアー「森の恵みコーナー」の参加・

防災訓練等 

・クラブ活動： 炭焼き倶楽部・農園倶楽部・クラフト倶楽部・木好倶楽部・

自然観察倶楽部  

・会費制（ボランティア保険加入費・通信費等） 

■横浜市市民の森（緑の環境をつくり育てる条例） 

・山林所有者の方々のご協力により、市民の憩いの場として利用させていただくもの。 

・主に樹林に覆われたおおむね２ha以上の土地。土地所有者と市との間で10年以上の市民の森契約を締結。 

・市から緑地育成奨励金（30円／㎡）を、毎年度末に支払い。更新契約時に継続一時金を支払い。固定資産税・

都市計画税が減免 

・整備した散策路や広場の草刈り等については、土地所有者の方々や周辺住民等地域団体で結成された「市民の

森愛護会」に市が管理を委託。樹林地の通常の管理は、開園後も土地所有者の方々が行う。 



 2 

２．茅ヶ崎里山公園 神奈川県 

里山文化を体験できる都市公園として、協議会とボランティア団体で管理 

 

公園概要 

・県立公園、開園面積27.9ha（計画面積36.8ｈa） 

・茅ヶ崎市北部から藤沢市西北部にかけての一帯にはたくさんの谷戸

が存在し、公園内の「柳谷（やなぎやと）」もその一つで、谷戸田や

畑、雑木林からなる里山の風景が広がっていたところ。里山の豊か

な自然とともに、里山文化を体験できる公園として整備を進めてお

り、里山ならではの水田のある「谷の村」、農作業が体験できる「畑

の村」、果樹が彩りを添える「丘の村」などがある。 

管理概要 

○茅ケ崎里山公園協議会 

・平成14（2002）年8月、公園の里山環境を活かし、誰もが楽しく利用し、色々な活動のできる公園に

するための協議と実践を目的として設置。 

・構成：自治会、地権者、里山公園で活動している市民団体、体育・福祉・教育関係等の12団体、公園

管理を行う㈶神奈川県公園協会、茅ヶ崎市、神奈川県の行政機関。 

・会員は毎年１年間を通じて参加できる団体を年度末に募集。 

○茅ケ崎里山公園倶楽部 

・平成17（2005）年度から、県民参加による保全活動と維持管理運営を行っ

ていく方針から、参加者を広く一般募集。市民による維持管理組織「茅ヶ

崎里山公園倶楽部」を立上げ。 

・構成：毎年150名募集。会費制（通信費等、高校生以下は無料） 

・活動目的 

1）里山のしくみや里山のめぐみなど市民が実際に体験し、継続的に活動で 

きる公園として、里山のすばらしさや楽しさを発信 

2）公共財産である公園の維持管理を、市民と公園管理者が協働で実践し、 

さらに諸施設の有効活用並びに市民との交流を促進。 

3）里山のしくみを理解し、将来の里山を保全管理していく人材を育成。 

・活動内容： 

田んぼ活動：代掻き、田植え、草取り、稲刈り、脱

穀、もちつきなど 

畑づくり活動：小麦、サツマイモ、じゃがいもなど

（草取り、収穫、収穫物でピザづくりなど） 

雑木林、竹林活動：林の草刈、落ち葉かき、簡単な

伐採など 

○専門家会議 

・平成19年度に、里山環境保全と公園利活用促進について検討し、県に提言する機関を設置。 

・メンバーは地域関係者および生き物・環境、子どもの教育、パークマネジメント、市民ボランティアコ

ーディネートの専門家と、都市公園管理者、指定管理者の10名 
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３．倉沢里山 日野市 

市民団体が市とパートナーシップ協定を結び、役割分担して里山を保全 

 

趣旨 

・東京日野市内に残された最後の里山として、また都心に最も近い里山のひと

つとして極めて貴重な存在となっている百草倉沢地区の里山を、できるだけ

現在の姿のまま保全し後世に残すため、この里山の中心にある日野市有の緑

地の雑木林や竹林、および市民農園を中心としてさまざまな活動を実施して

いる。 

・同時に、この地域内にわずかに残されている民間の雑木林所有者や農業経営

者並びに行政にも積極的に働きかけ、市民の財産である里山を保全するための具体的な方策を模索し

ながら、地域の環境保全と市民のコミュニケーションの活性化を図ることを目指している。 

経緯 

○倉沢里山を愛する会 

・平成12（2000）4月に活動を開始。5月に里山の散策会を実施、約100名の人が参加。その後、日野市

有の２つの緑地で、数名で下草刈りや落葉掃きのボランティア活動が始まり、徐々に参加者を拡大。 

・平成13（2001）年4月に、１年間の実績を踏まえて任意団体として新たにスタート。 

・現在、緑地の所有者となった日野市との『パートナーシップ協定』に基づき、行政と基本的な方針に

ついて協議しながら活動している。 

・この会は緑地ボランティアの会であると同時に、地域の市民の交流の場にもなり、新しいコミュニテ

ィが形作られている。 

・民間の市民農園だった「アリスの丘ファーム」が緑地保全活動のフィールドのひとつとして位置づけら

れ、本会の運営により会員が野菜や草花を育て、都市近郊の里山の新しい機能付加の試行もしている。 

○日野市とのパートナーシップ協定 

・平成16（2004）年3月、日野市と倉沢里山を愛する会の間で、倉沢里山内の公有緑地の保全のための「倉

沢里山の緑地管理・運営及び供用に関する日野市と倉沢里山を愛する会のパートナーシップ協定」を締

結。これは寄付等によって公有化された緑地の維持や運営について、市民が実質的に主導していくとい

う意義を持っており、先進的な事例と評価されている。 

・協定期間は２年、双方意義のない場合は１年ごとに自動更新。 

概要 

・規模  山林2.43ha、ファーム0.34ha 

・会員は、現在約120家族200名。定例の活動には常時60名程が参加。 

会費制。イベントには会員以外でも可。 

活動内容 

・イベントは、原則として毎月１回、土曜日または翌日が休日の日曜日 

・下草刈り、落ち葉掃き等、雑木林と農園の日常的な維持・管理と運営 

・里山内の稀少な動植物の保護育成 

・会の活動の地域の人達への広報、参加の呼びかけ 

・倉沢里山全体の保全のための行政への働きかけ 

・他の市民団体との情報並びに意見交換及び協同活動等、地域住民のコミュ

ニケーションの場の提供 

・ボランティア活動参加者の交流・交歓のためのイベントの実施 
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４．寺家ふるさと村 横浜市 

地域の人びとの生活の場である谷戸田と里山の風景を活用しつつ保全 

 

概要 

・寺家ふるさと村は、農家の個人所有物である農地

と山林からなる。寺家町の人たちの生活の場であ

り、水田や畑では農作物の生産が行われている。

農家の好意で提供されているエリア。 

・寺家ふるさと村には、総合案内を行う「四季の家」、

寺家ふるさと村体験農業振興組合員による「なし

園・体験温室」や「ゴルフのショートコース」「テ

ニスコート」「郷土文化館」「陶芸舎」「釣堀」があ

る。 

拠点施設 

・総合案内所「四季の家」は、横浜市が寺家ふるさ

と村四季の家管理運営委員会に管理運営を委託。 

・資料・図書室、研修室、実習室等があり、地域の

農業，自然，人文関係の展示紹介や研修、手造り

食品の実習、天然記念物ミヤタナゴの飼育展示、

ふるさと村諸施設の案内、レストラン等があり、

ふるさと村諸施設の中心的役割を担う。 

・研修室、農産加工室は貸し切り利用も可。 

・年間を通してさまざまなイベントが開催されてい

る（野草を見る会、メダカ観察会、ホタル観察会、トンボ観察会、野鳥観察会、そば打ち教室、味噌

作り教室等）。 
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■森林保全ボランティア育成 

５．里やま講座プロジェクト 松戸市 

市民団体と行政、支援団体の三者による緑の担い手づくり 

 

背景と経緯 

・市内の樹林地は年々減少しており、山林所有者の高齢化による影響などで、樹林の管理ができず、里

やまが荒れている例はめずらしくない。こうした現状に危機感を抱いた市民達が個人所有の樹林地の

保全管理を手伝うグループを作って活動を始めた。 

・平成7（1995）年に発足した「関さんの森を育む会」が樹林地の保全管理を行い、同13（2001）年に

発足した「金ヶ作の森を育む会」が市民が管理する樹林地を拡大させることを目的に活動を始め、そ

の中から、樹林地の保存と管理育成を目的とする「緑のネットワーク・まつど」が立ち上げられた。 

・こうした市民活動を受けて、平成15（2003）年に市みどりと花の課と緑化推進委員会が「里やまボラ

ンティア入門講座」を試行した。 

・平成16年度以降、同講座を継続して実施するため、市民団体ネットワーク、行政、それと中間支援拠

点である『テント小屋』の三者協働による『里やま講座プロジェクト』を開始した。 

講座の実施概要と役割分担 

・プロジェクトメンバーは、樹林地保全活動に取り組む市民団体（緑のネットワーク・まつど、樹林地

保全会議ほか活動団体有志）、テント小屋、みどりと花の課。市民団体は講座等におけるフィールド

の提供、プログラムの作成、技術指導等を実施、中間支援組織の「テント小屋」は講座全体のコーデ

ィネートと資材および資金の一部支援、行政は人員の派遣、道具類の貸出し、資金の一部支援、関係

機関との調整などを行っている。 

・毎年秋季、「松戸の緑を守り、育てる」をテーマとする『里やま

ボランティア入門講座』（全５回）を開催。有料。参加者は「広

報まつど」で行う。募集20名 

・講座修了後、修了生が自発的に「松戸里やま応援団」を発足させ、

実際に里やまボランティア活動に取組んでいる参加者は講座修

了生の約8割に達する。 

・活動場所は、みどりと花の課から山林所有者団体である「松戸ふ

るさと森の会」の会員に打診。山林所有者からの要請もある。 

講座のプログラム例 

コース 内容 

第1回/里やまって

何だろう 

～里やまの視点でとらえる松戸の緑～ 

・松戸の緑の現況を知る 

・自然観察 

第2回/都市の緑の

役割 

～松戸の樹林地は今～ 

・都市の中の緑の役割  

・現地視察 

第3回/森の手入れ

体験（その１） 

・緑にふれあう  

・作業体験  

第4回/森の手入れ

体験（その１） 

まとめと交流 

修了証授与式 

・山林所有者との意見交換会 

・終了式 

＊松戸まちづくり交流室テント小屋（通称テント小屋） 

・平成11年開設。建物の設置・管理は財団法人松戸市都市整

備公社が行い、市民の手により運営されている。 

・テント小屋は、松戸市を舞台に、まちづくりや地域活動に取

り組む市民のための広場で、市民による地域活動やまちづ

くり活動を育て、支援している。パートナーシップを基本と

し、それらの活動と関係団体や行政との橋渡しも行う。 

・テント小屋が行う自主事業は、その透明性を保つため、単

独で行うものではなく、他の市民活動団体や個人、行政、

地域などと協働して行うことを原則としている。 

・テント小屋では、市民と公社職員で構成される「市民運営協

議会」が事業の方針や計画を決め、ボランティアによる「運

営グループ」（現在15名登録）が施設の利用業務や事業の

実施を担当している。 
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森の恵みの活用／
針葉樹の製材実習 

森を読む／毎木調査 

森の保全計画づくり 

６．市民による里山育成事業 横浜市 

活動場所紹介から人材育成まで・森と市民をつなぐしくみ 

 

背景と経緯 

・森林所有者の高齢化に伴い森林管理作業を軽減することが必要になっている。一方、市民の環境問題

に対する関心の高まり、ボランティア活動の多様化により、積極的に森林保全活動に参加したいとの

要請が高まっている。 

・そこで、平成6（1994）年度から「人の手を必要としている樹林地」と「保全活動にかかわりたい市

民」の橋渡しをするため、「森づくりボランティア育成事業」を開始。2003年度から「市民による里

山育成事業」に名称変更。（※森づくりボランティア団体育成・支援要綱） 

主な事業内容 

1）森づくりに関する人材の育成：里山ボランティア講座、里山の人材育成研修など 

2）森づくりに関する情報の収集と発信：ニュースレターの発行など 

3）樹林地資源の有効活用：シンポジウム開催、森林資源活用に関する検討会議の開催など 

4）森づくり団体支援：団体を市に登録（Ｈ20.6現在36団体）、活動場所を仲介 

森と森づくりグループを結ぶ仕組み 

・対象者：緑地の保全・管理に関わりたい団体（個人は対象としていない） 

・対象地：市有緑地、市民の森・特別緑地保全地区・近郊緑地特別緑地保全地区（所有者の同意が得ら

れた緑地）、公園（街区公園を除く）における既存樹林地 

・活動承認団体への支援：森づくりに必要な道具の貸し出し、研修会の開催、アドバイザーの派遣 

 

 

 

 

 

里山のスキルアップ研修 

・市内の森づくりボランティア団体向けの研修会 

・市民による計画的な森づくり活動を支援するために、「森づくりのPLAN・

DO・SEE」（「森の現状を知るための調査」→「保全計画づくり」→「安全

に作業」→「作業効果の検証」という一連の森づくりの流れ）を推進して

いる。これらの技術を習得するために、平成16年度から「里山のスキルア

ップ研修」を開催している。 

里山のスキルアップ研修のプログラムの例 

コース 内容 

森を読む 森の姿や、森を形づくる植物、そして森に暮らす生き物の

姿などを学ぶ。 

森の保全計画 

づくり 

目標設定からゾーニング、各林相別の施業計画づくりまで

の体系的な流れを組み立てていくための手法を学ぶ。 

安全に作業を 

すすめる技術 

森づくりでの事故を未然に防ぐための危険予知トレーニン

グを学び、安全な間伐作業についてのデモンストレーショ

ンを見学する。 

森の恵みの活用 森の手入れの結果、発生する間伐材等の有効活用を図るた

めに炭焼きなどの研修、森林資源活用の先進地の見学会な

どを開催。 

第一ステップ 

登録を申請 

［登録の基準］ 

・規約、組織が明確 

・非営利 

･５名以上 等 

第二ステップ 

活動内容を申請 

［承認範囲］ 

・草刈り、間伐、倒木処理等 

・清掃、美化活動 

・生態系維持に関わる活動等 

要
件
を
満
た

し
た
団
体
を

登
録 

市
は
土
地
所

所
有
者
等
の

承
認
を
得
て

決
定 

活動開始 

 

承認期間は１年間

(毎年申請が必要) 
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■農村空間の保全 

７．ひらおかの里農村公園 袖ヶ浦市 

農村空間の保全復元による農業・農村文化の継承・都市住民等との交流の場の創造 

 

目的 

・田園地帯は、農業生産の場だけではなく、農業・農村のもつ豊か

な自然、伝統、文化など多面的機能が重視されている。 

・農村公園は、古代・中世の水田跡、江戸時代のため池、上総掘り

などの歴史的空間を有している袖ヶ浦市において、地域の子供た

ちや都市住民が農業を体験し、農村の歴史、景観と出会う場を提

供することを通じて、農村の歴史・文化を将来に伝承するととも

に、都市住民と地域住民のふれあいや農業への理解を深めることを目的としている。 

事業概要 

・田園空間施設維持管理事業の目玉施設として建設。 

・この事業は、田園地帯を単に生産の場として捉える

だけでなく、自然、環境、伝統、文化、歴史史跡な

どを田園空間に広がる展示物とし、この空間を大き

な博物館として捉え整備し、これらの保全復元を図

ることで美しい田園空間の創造を目指すもの。 

・本公園は平成17年4月供用開始 

施設概要 

・面積 17,310㎡ 

うち 体験水田4,100㎡、畑2,100㎡ 

駐車場 

施設管理 

・地域住民で組織した「農村公園管理組合」に運営に係る農作業を含めて委託 

施設運営 

・一般市民や小学生による稲作体験、市内保育所（園）、幼稚園の園児による畑作物の収穫体験 

○田んぼの学校 

・広報で募集した一般公募家族（市内在住・在勤・在学者）及び市内小学生が年間を通じて「田植え」

や「稲刈り」といった農業体験の他、「お飾り作り」といった伝統・文化的な体験を実施。 

・プログラム例（Ｈ22年度） 

第１回；田植え 第２回；草取り 第３回；かかし作り 第４回；稲刈り 第５回；大豆の収獲 第

６回；お飾り作り 第７回；凧作り 第８回；味噌作り 
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８．藤井野里堰農村公園・フットパス・広域農道植樹 袖ヶ浦市 

農村空間の保全復元による農業・農村文化の継承・都市住民等との交流の場の創造 

 

背景 

・袖ケ浦市には、縄文・弥生文化の土器や石器類が出土し、4～7世紀の豪族の古墳が多く存在している。

古くから農業が営まれていたことがうかがわれ、中世の荘園の一部とされる「横田郷」、農業と水と

の闘いの歴史の中から生まれた井戸堀技術である「上総堀り」、古くからの農業用水であった「浮戸

川」・「小櫃川」、堰やため池など農業の歴史資源を多数有している。また、現在では道標や一本榎で

しか面影を見ることができないが「脇往還（脇街道）」といわれた農作物と人を運ぶ道が存在してい

た。さらに、作物の吉凶を占う「筒粥の神事」に代表される農業にかかわる民族行事も脈々と引き継

がれている。 

事業概要 

・田園空間施設維持管理事業の一環として実施。 

○藤井野里堰農村公園 

・普段は農業用水として利用している堰を憩いの場とするため、護岸の整

備はもとより、遊歩道の整備やトイレの設置を実施した。 

・市民に安らぎと潤いを与える憩いの場として利用できる施設。藤井・野

里堰農村公園は、農業用のため池としてだけではなく親水、景観の機能

を有している。 

 

 

 

○フットパス 

・フラワーラインから各施設への行き来を容易にするため、ひらおかの里

農村公園と藤井野里堰農村公園に繋がる農道をカラー舗装化した。 

 

 

 

○広域農道（浮戸川）沿い 

・現在、街道と同じ役割を担っている広域農道上に、浮戸川の原風景を復

元したもの。浮戸川沿いの地域（神納～岩井まで）の住民により、浮戸

川南側道路沿いに桜の植樹をした。 

 

 

○利用 

・袖ケ浦市郷土博物館の職員が同行し、その土地や集落にまつわる歴史の

話を聞きながら、周辺の史跡などを巡り、田園地帯を散策する。 

 



 9 

９．谷津ミュージアム事業 我孫子市 

谷津の自然環境を再生し、農業や暮らしの風景を復活 

 

事業の目的 

・市では、平成14（2002）年から、手賀沼沿いで最も谷津の地形と

自然環境が残されている岡発戸・都部地区の谷津をまるごと保全

し、昭和30年代の農村環境の復活をめざす「谷津ミュージアム」

事業を進めている。 

・台地に谷が入り込む独特の谷津の細長い低湿地部は昔から水田と

して利用され、谷津田と呼ばれてきた。谷津田は、米を生産する

場であるだけでなく、様々な生き物を育む場でもあった。こうし

た谷津の自然環境を再生し、伝統的な農業やくらしの風景を復活させ、それをまるごと「野外博物館」

にしていく。市民と自然とのふれあいや農業者と消費者の交流が図られ、「自然と人の共存」のシン

ボルになるもので、20年後の将来を展望した長期プロジェクトとして位置づけている。 

目標 

・多様な生き物の種の保存・回復の場としての谷津ミュージアム 

・“谷津守人”を育てる環境学習の場としての谷津ミュージアム 

・伝統的農業と文化を生かし、新たな暮らしを生み出す谷津ミュージアム 

整備イメージ 

・規模  36.7ha（水田54％、畑16％、山林9％、原野1％、雑種地・宅地15％） 
－谷津の「自然・農業・くらし」野外博物館－ 

谷津ミュージアムの創造 

 

 

 

市は、順次、湿地生態園、野外教室や作業ができる広場、 

湿地ビオトープ、環境ふれあい拠点（展示・集会）、多

自然型モデル水路、交流イベント拠点（農産物直売や各

種イベントを行う広場）等を整備していく。 

運営・管理のための組織づくり 

・行政は、農業者や市民への呼びかけをはじめとし

て、「自然講座」や「農村塾」を開催し、協働事業

への取組みを行うとともに、活動に必要な施設や

フィールド、支援制度の整備を進めていく。 

・平成15年度 谷津の自然環境を構成する湿地、斜

面林、水辺や農地を守り育てていく人材を育成し

ていくため、「谷津学校」を開校。 

・平成16年5月 谷津ミュージアム事業を進めていく

母体となる「我孫子市岡発戸・都部谷津ミュージ

アムの会」を設立。市民と市で共同運営し、自然

観察、雑木林づくり、農道の草刈り、休耕田の復田作業などを推進。 

環境体験型 

フィールドづくり 

交流・ふれあいの 

拠点づくり 

谷津ミュージアムの 

将来を担う孫や曾孫

の世代を育む 
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１０．恵みの里事業 横浜市 

農村のエリアを設定することにより、地域ぐるみでの農あるまちづくりを推進 

 

事業の概要 

・「恵みの里」とは、市民と"農”とのふれあいを通じて、地域ぐるみで農業と農地を残して、農のある

まちづくりを進めるための、横浜市の農業振興施策。 

・「恵みの里」では、米や味噌づくり、市民農園等のさまざまな農体験の場を提供するほか、地域の農

産物直売や農業イベント、レンゲなどによるきれいな景観づくりなどを行っている。 

・市内に３か所あり、それぞれさまざまな

活動を行い、ロゴマークやシンボルマー

クを作るなど、地域の一体感と事業のＰ

Ｒを行っている。 

活動内容 

○田奈恵みの里 

・体験水田；6月～10月（全6回） 募集50

組、参加費7,000円／組 

・味噌作り教室；３回 募集各20名 参加

費7,000円 

・農的景観保全事業；緑肥効果のあるレン

ゲソウの種子を農家に配布し 

・農産物直売所 

○都岡恵みの里 

・約1820haの地域 

・農業体験教室（もち米作り）；6月～12月募集20組、参加費7,000円／組 

・農業体験教室（小麦作り・うどんづくり）；11月～翌7月（全6回） 募集20組、参加費6,000円／組 

○新治恵みの里 

・約160haの地域。新治市民の森と（仮称）新治里山公園計画地周辺の水田・畑及び台地の畑からなる

谷戸の地域と恩田川・梅田川沿いの水田の地域。水田地域では水稲のほか直売用の野菜や切花を栽培、

市民の森周辺では野菜（市場出荷・直売）・水稲・果樹などを生産、「栽培収穫体験ファーム」ととも

に「体験水田」「農産加工教室」など市民が参加できる農体験も開かれている。 

・農業体験教室（小麦作り・うどんづくり）；11月～翌7月（全4回） 募集20組、参加費4,500円／組 

・朝市 

 

 

 

 

 

 

 

 田奈のレンゲ畑 都岡のもち米作り教室 新治の朝市 
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■身近な自然や風景の継承と活用 

１１．用水守とよそう森・水田公園 日野市 

身近な水辺と原風景である用水と水田風景の保全・継承 

 

背景 

・日野市には、16世紀頃から新田開拓のための用水が掘

られ始め、現在でも170㎞以上に及び、用水と水田の

風景が日野の原風景の一つとなっている。 

・住宅開発が進んだ当初は生活雑排水が用水に垂れ流し

になり、悪臭と水質汚濁が進んだことがあり、1976年

に清流条例を制定し、用水への年間通水を始めた。 

・また日野市では「水辺に生態系を」をスローガンに、

水辺の保全活動、コンクリート護岸を素掘りの水路に

再生する等の水辺の復元活動、学校を自然生態系豊かな場所にするビオトープづくり、湧水の保全活

動を実施してきた。 

用水守制度 

・春から夏の灌漑期は農家の用水組合が維持管理を行うが、高齢化や後継者不足により、用水の管理が

困難になり、用水組合と市だけによる用水の維持保全が厳しくなってきた。他方、用水は生態系の維持、

環境面、防災面での役割が大きくなっており、便益が市民全般に及ぶとの認識から、将来にわたって

用水を保全していくため、用水守制度を発足した。 

・一般の市民に用水に関心を持ってもらい、保全活動に加わってもらうもの。平成22年現在、48団体、

507名が「用水守」として活動している。 

よそう森堀と水田公園整備 

・1989年頃、日野用水よそう森堀の維持管理の効率や水田の作業効率を高める目的で、隣接する農家が

用水のコンクリート化を要望。 

・日野市が主体となり、市民の環境団体、地元の学校や保育園とともに、堀さらいや清掃を主体とした

用水の維持管理を行うことで、素堀を保全。 

・その後、よそう森堀付近で土地区画整理事業が開始され、事業後も水田耕作を続けてもらうように権

利者に呼びかけ、水辺を生かしたまちづく

り計画のもと、水田耕作が可能なように事

業を進めた。 

・また、よそう森堀に隣接する土地を土地区

画整理事業で公園に換地。素堀の用水保全

と水田公園整備に取り組んだ。 

・Ｈ14年度に、よそう森堀を含め、水田公園

（940㎡）、雑木林の復元公園（1,580㎡）

を整備。 

・３反の水田部分は、１枚は近くの小学校の

学校水田、２枚は市民大学農業体験コースの実習水田となっている。 
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■農業支援ボランティアの育成 

１２．市民農業大学 国分寺市 

「養成」と「紹介」の２つを柱に、援農ボランティアとして必要な技術を座学と実習を通して習得 

 

背景 

・生産緑地の追加指定や農業経営支援などにより農地の維持・保全が図られてきたが、相続問題等によ

り年々農地の減少は避けられない。しかし農家全体の６割強が農地の将来的な保全あるいは現状維持

を望んでおり、市民も、農地は国分寺の貴重な資源であり地域全体で守っていくべきとの認識を持っ

ている。このため、市民と農業者の協力により積極的に農地を減らさないよう保全するための仕組み

づくりを形成する必要が高まった。 

市民農業大学の開設 

・平成2年に農業委員会が「国分寺市農政施策確立に関する建議」を提出、「現行の市民農園を抜本的

に見直し、市民と農業者による懇談会、体験学習会、また市民農業大学等施策の充実を図り、市民と

農業者の相互理解を深めること」を提言。国分寺市長期総合計画でも市民農業業大学の開設が提唱さ

れ、平成4年6月に関係各団体の支援、協力により開設。運営はＪＡに委託。 

・市民農業大学の目的は、「憩いとやすらぎの場の提供による市民の健全な余暇利用」「体験学習によ

る野菜生産や価格形成のメカニズムの理解」「緑地空間としての存在意義と生産基盤としての農地の

価値の認識」。 

実習内容 

・講師（農業者）指導による実習、講義。4月から12月まで週3回、午前約2時間。農作物の播種、定植

から除草などの農場管理、生産・収穫に至る一連の作業を体験学習。併せて植木・果樹の剪定や鉢花

教室など、国分寺市の農業をまるごと体験できる。 

・「援農ボランティア技術習得講座」も並行して開講。受講後、卒業後に認定証が交付され、市内農家

の農場で援農ボランティア活動ができるようになる。 

・年間受講料5,000円（傷害保険料および種・苗木などの教材費の一部）。卒業生は685人（Ｈ20年度末）。 

援農ボランティア制度 

・市民農業大学で所定の課程を修了し「援農ボランティア認定証」を持つ市民が市に登録（窓口；市経

済課農業振興係またはＪＡ東京むさし国分寺支店指導経済課）をす

ると、ボランティアとして市内農家の農場で農作業を手伝うことが

できる制度。 

・毎年30人～50人が新規入学・終了、うちボランティア認定者数は毎

年30人～40人。 

・援農ボランティア認定者数は累計511人（Ｈ21）。 

・援農を実践する登録者数は72人（Ｈ21）。ボランティア受入農家数は25戸。 

 

・東京都市部では、立川市、八王子市、日野市、府中市、町田市でも要請講座を実施。 

・町田市は田んぼの援農者育成に取り組んでいる。研修コースは原則2年間、5月～11月の指定された土

曜日に実施。 

 



 13 

■農地の有効利用 

１３．滝不動前お花畑プロジェクト 坂戸市 

農業者と大学の協働による花づくり 

・休耕田を花畑に衣替えする取り組み。坂戸市四日市場と多和目両地区の農

地（約10ha）が対象。所有する農家49世帯のうち、高齢化と後継者難などで

米づくりをやめる農家が増え耕作するのは僅かで面積も全体の１割ほど。 

・耕作をやめた水田は、手を入れないとすぐに雑草などで覆われ、再び水田

に戻すには大変な手間がかかるため、学生たちの力を借りて農地として維

持し、学習の場としても活用してもらえればいいと、稲作と酪農を営む地

元農家と耕作放棄地の活用などを研究している市内の城西大学現代政策学部講師協力し合い、農家２

名が農地を提供して実現した。 

・2009年はヒマワリを播種。油を採る品種１haと食用品種0.2haの計1.2haに植え、8月には一部を市民ら

に切り花用として開放。10月には、採取した種を使ってバイオ燃料や菓子等の食用としても活用予定。 

 

 

 

 

 

１４．観光花農園事業 大和市 

農地の有効利用とやすらぎの場の提供 

・農地に四季を通じてさまざまな花を栽培することで農地の有効利用と地域住民のやすらぎの場を提供

することを目的としている。 

・市内の農家、さがみ農協、大和市が共同で市内10箇所の花農園を開設している。１ヶ所当たり約230

㎡～4,200㎡と大小さまざま。市は、農協に対し、観光花農園事業費の一部を助成。 
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■空地・未利用地の活用 

１５．コミュニティガーデン 横浜市、日野市 

空地や未利用地を、住民主体のコミュニティ再生やみどりのまちづくりの場として活用 

 

発祥 

・コミュニティガーデンは、アメリカ全土が不景気に落ち込んだ 1970年代にフィラデルフィア、サン

フランシスコ、ニューヨークを中心にはじまったとされている。 

○ニューヨークの例 

・1970年頃、ニューヨークでも街自体が荒廃し、空き地にゴミが不法投棄され、ゴミの山に隠れて薬物

が売買されるなど空き地が犯罪の巣窟となり治安が悪化するとともに、生ゴミなどがネズミやゴキブ

リを呼び寄せ、衛生的にも街の環境を悪化させていた。 

・その悪循環の根源でもある空き地を甦らせるため、リズ・クリスティーという女性が、グリーンゲリラ

という団体に呼びかけ、瓦礫やゴミを片付け、フェンスを張り、花や木を植え緑あふれるガーデンに再

生した。これがコミュニティガーデンと呼ばれ、治安や衛生状態が改善され、放置されていた空き地が

公園としての役割を担い、それらの活動によってコミュニティが再生されていった。行政によるトップ

ダウンではなく、地域住民が自らの地域の問題を自主的に解決するようになった始まりでもある。 

・その後ニューヨーク市もコミュニティガーデン活動支援の「グリーンサム制度」を創設し、改善した

いと考える空き地がある場合や、コミュニティガーデンが必要とされ、かつ適地となる空き地が見つ

かった場合に、市との交渉を通じてその土地を維持管理することのできる地域共同体または NPOをつ

くることを条件に、月額１ドルという安価で地域住民が土地を借り受けることができるようにした。

園芸資材や物資の提供、園芸の技術指導なども行い、コミュニティガーデン活動を支援している。NPO

や行政、企業からの支援を受け、コミュニティガーデン活動は全米に広がっている。 

日本での展開 

・わが国でも、動植物の育成、地域の自然環境保全、心身の健康増進や異世代交流など、住民主体のコ

ミュニティ再生の役割や、みどりのまちづくりの手法として、あるいは園芸セラピーや環境問題を学

ぶ場としても関心を集めている。    （環境情報センターＥＩＣネットより） 

○今宿コミュニティガーデン（横浜市）2005年～ 

・遊休地（市有地）約 600㎡の活用方法検討の中で、コミュニティガーデ

ンとして活用する提案がなされ、区にも受理された。 

・今宿コミュニティガーデン友の会」が発足し、旭区役所の「区民営案型

活動支援事業」の補助金交付を得て、草取り・石や根の除去・造成、そ

ばの播種、ハーブの植え付け、さまざまなイベントなどを実施。 

○命いっぱいせせらぎ農園（日野市）2008年～ 

・生ごみリサイクルに取り組んでいた市民の集まり「まちの生ごみ活かし

隊」が、かつて田んぼだった約 2,000㎡の畑を、地主と一緒にコミュニ

ティガーデンを運営。 

・都会の資源である「生ごみ」を主体として土づくりをし、無農薬・無化

学肥料で野菜や花を育て、地域での交流を図っている。 
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■身近な樹林地の保全・活用 

１６．市民緑地制度＋協定による街山（※）づくり 千葉市 

身近な樹林地を土地所有者、市民団体、行政の協働により保全・活用 

 

背景 

・千葉市は市街化区域と市街化調整区域がほぼ半々、都心部や中心市街地から何kmかで市街化調整区域

で緑が豊か。市街化区域にも他都市に比べ比較的樹林が多く残り、比較的身近なところに緑がある。 

・しかし、樹林が手入れされなかったり、ゴミの不法投棄、近隣住民からの日照の苦情などがあり、う

まく活用ができていないという状況がある。 

市民緑地制度の導入の基本的考え方 

・既存緑地の再生・利活用の促進、市民との協働による維持管理の２つの観点から市民緑地制度を導入。 

・設置要件は面積300㎡以上。市の条例に基づく保存樹林、市民の森、および樹木により形成された良

好な自然環境が対象。 

・維持管理団体の立ち上げが前提 

市民緑地制度のスキーム 

・市と土地所有者が、法に基づく市民緑地契約を締結 

・同時に、市、土地所有者、維持管理団体と 

要綱に基づく維持管理協定を締結する。 

・市は、公開のための施設整備（園路 

広場、植栽、ベンチ、柵等）、 

維持管理団体への報償金 

（40円／㎡ 40万円が上限） 

維持管理団体の活動 

・清掃（月２回以上）、草刈（年２回以上） 

・中低木の剪定、簡易な病害虫防除、・枯損木、倒木等の処理 

・施設の損壊等の報告 

・基本的には、ひと通りのことはできる人が集まって管理してもらうので、市が管理に手を出すという

ことはないような内容となっている。 

事例 

○小倉自然の森（市街化調整区域） 

・面積：約0.6ｈａ 

・期間：平成18年8月1日～平成37年7月31日（20年間） 

・土地所有者：個人 

・維持管理団体：約30名（自治会がベース） 

・施設：園路、ベンチ、野外卓、柵（整備費：3,402千円） 

・設置の経緯；従前は、条例に基づく「保存樹林」に指定。 

市民緑地導入にあたってのモデル事業として、平成16・17年度にワークショップを実施。平成18年度

に整備工事、市民緑地として最初の開設。 

※Ｈ22年度末現在、12箇所に設置 

維持管理協定 
維持管理団体 

樹林の維持管理活動 

 

市 

園路など施設整備 

維持管理団体への支援 

 

土地所有者 

緑地の提供 

 

市民緑地契約（法） 

維 持 管 理 協 定（要綱） 

 

イヌシデ、コナラ、クヌギの落葉樹林 

※街山；まちやま。市街地内樹林地を指す千葉市独自のキーワード 
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■市街化区域内農地の保全・活用 

１７．農業体験農園、区民農園、老人クラブ農園など 東京都練馬区 

農地の多面的機能に着目した多様な取り組みを展開 

 

背景 

・緑の保全創出に関する条例である「練馬区みどりを愛し守りはぐくむ条例」に、農地の保全を明記。 

「区長は、農地が有する防災、環境および景観の向上等の多面的な機能について広く啓発するとともに、区民等

および事業者との協力と連携により、（略）････農地の保全に努めるものとする。」 

・緑の基本計画に、「農地と共生したまちづくりの推進」「農とふれあう機会の確保」「農業公園等の拠

点となる公園等の整備と利用の活性化」「農とふれあう事業の充実」を位置づけ。 

・農業振興計画における農業振興策の柱の一つとして「観光・交流型農業経営の推進」を位置づけ。 

○農業体験農園（生産緑地） 

・練馬区で初めて生まれた農園形態。農家が開設し、耕作の主導権を持って経営・管理している農園。

利用者は、入園料・野菜収穫物代金を支払い、園主（農家）の指導のもと、種まきや苗の植付けから

収穫までを体験する（年間20種類以上の野菜を収穫）。 

・区は施設整備費（柵や簡易トイレなど）・管理運営費の助成と募集の援助を行う。 

・平成8年4月誕生して以来、毎年1園ずつ増加。Ｈ23.4現在15園。景観的に区民農園より美しい。 

・利用者の指導や交流に工夫が必要とされるが、農家にとっては市場価格などに左右されない安定した

収入が見込まれるとともに、農作業の負担も軽減される。 

 

 

 

 

 

 

○区民農園（宅地化農地） 

・練馬区が所有者から借りた農地を整備して区民に有料で貸し出し。 

・区が管理運営し、所有者には固定資産税・都市計画税を免除。 

・根拠法令：特定農地貸付法（使用貸借） 

○老人クラブ農園（宅地化農地） 

・小規模の区民農園。区が借りて周辺の老人クラブに無償で貸付。運営は老人クラブ。 

・老人クラブ農園ごとに１名の園芸指導員を配置。農産物を障害者施設等に無償提供。 

・所有者には固定資産税・都市計画税の免除 

・高齢社会対策課が所管。高齢者や障害者が農作業を行うことで心身の健康維持や自立支援に役立てる。 

・根拠法令：特定農地貸付法（使用貸借） 

○その他 

・学校農園：学校が独自に農園（宅地化農地）と契約（特定農地貸付法）。 

・観光農園：ブルーベリー。収穫体験により営農。区は防鳥ネットや看板などの補助金、広報支援など 
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■市民による公共空間の管理 

１８．公園と道のサポーター制度 新宿区 

区民等の公共空間の管理への参画による暮らしやすい地域づくりの創出 

 

導入の経緯 

・平成18年度に、事務事業見直しの一環として類似事業の統合を行った。この際、公園愛護会制度と区

民花壇管理者制度をサポーター制度に吸収する形で統合を図った。 

・背景として、公園愛護会への委託料などの支出に対する費用対効果などの面から検討した結果、事業

の見直しを行ったもの。 

・公園愛護会は、子どもたちの見守りという観点から生まれ、その後公園の清掃と児童の保護及び安全

確保について住民の協力を得、地域住民の公園愛護意識の涵養と住民参加によるコミュニティの形成

を図ることを目的としていたが、昭和58年の47団体をピークに年々減少し、20団体まで減少していた。

また、高齢化による活動力の低下などの問題があった。 

趣旨 

・公園利用者である近隣の区民等が公園の管理に参画することにより、公園利用の活性化と公園施設環

境を実現し、暮らしやすい地域を創出する。 

制度概要 

○役割分担 

・サポーターは、サポーター自身が活動計画を立て、区との間で協議して決めた活動を「無償」で実施。 

・区は支給材（花苗等）、貸与材（清掃用具等）、活動支援費用、ゴミの回収、ボランティア保険の加入

費用、サポーター名を周知する掲示板の設置。 

○実施場所、活動内容、活動期間、活動頻度等 

・サポーターの希望に基づき、区との話し合いで決定し、合意書を交わす。 

・活動内容；一般には花の植え付けや世話、低木の刈り込み、草取り、

清掃など。 

・活動期間；原則として「１年以上続けられる人を希望」。活動がで

きなくなった場合、いつでも辞退できる。 

○サポーターになれる人 

・原則として新宿区に在勤、在住、在学者（個人でも団体でも可） 

・新宿区に所在する法人、その他の団体  

効果 

・公園は新しい屋外レクリエーション機能として、「生きがい感」や「社会貢献意欲の充足」を提供す

るようになった。 

・さらには、サポーターは特定の人が頻繁に公園に立ち寄ることから、「匿名性を原因とする犯罪の予

防」や「ホームレスの公園居留の抑止」にもなっており、暮らしやすい地域の創出に繋がっている。 

・委託による清掃も行っており、その上乗せの位置づけだが、業者委託は不要という公園もあり、清掃

費の縮減に役立っている。 

 

※区道において、公園と同様に「道のサポーター」制度を実施している。 
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■市民による樹木管理 

１９．えどがわ桜守 江戸川区 

登録制度により、桜の保全に関する市民の活動を支援 

 

位置づけと活動システム 

・江戸川区の公園、道路のアダプト制度

の一環。 

・アダプト制度に基づき、公共地での活

動を進めるにあたって、区は次のよう

な支援を行っている 

▽桜の根元管理のための花苗や花の種

の提供 

▽桜の木を健全に育てるための肥料等

の提供 

▽活動に必要な資材・資料の貸し出し、

提供 

登録 

・活動場所を決める；道路や公園など区

内のさくらのある場所ならどこでも。 

・電話または区ホームページにて登録：個人でも団体でも可。 

・後日、区より活動バンダナ・「桜守の手引き」を送付。 

・桜守活動の開始：今後、区より桜守に関する講座等の情報の案内提供。 

活動内容 

○守る活動：情報を事務局（えどがわ環境財団）へ発信する。 

・開花情報（ホームページに掲載 ） ・桜の継続的な観察  ・毛虫・病気

等の桜の異常の発見 等 

○育てる活動：活動を決めた場所で実践活動を行う 

・桜の根元管理（草花の種を植えたり、花苗を植える。肥料を与える(2月頃)。

雑草を取る） 

○広める活動：桜や活動のＰＲ・仲間づくり・知識を広める 

・樹名板づくり  ・交流会の開催(毎年３月)  ・桜仲間の輪を広げる  ・学んだ知識を広める  

・知識を仲間に伝える勉強会の開催  

講習会の開催 

・区内５か所の公園で、季節ごとの桜の観察・管理方法を、実践を交えながら学ぶ。 

・開催内容：土曜日の午前中開催 全５回 

5月中旬  「アメリカシロヒトリ、コスカシバ探しをしよう！」  

７月下旬  (公財)日本花の会による講義  

8月中旬～下旬 「モンクロチャチホコ探しをしよう！」  

11月中旬～下旬 「病気・キノコ探しをしよう！」  

1月中旬～下旬 「施肥をしよう！」  
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■市民の参加、資金の確保 

２０．マイ・ツリー－私の木－事業 東京都 

都市公園等の緑の拠点を街路樹でつなぐ「グリーンロード・ネットワーク」の形成・充実 

 

主旨 

・東京都では、「水と緑の回廊で包まれた、美しいまち東京を復活させる」ため、都内の街路樹を 100

万本に倍増し、都市公園等の緑の拠点を街路樹でつなぐ「グリーンロード・ネットワーク」の形成・

充実を進めている。一人でも多くの人に街路樹に関心を持ってもらうため、｢緑の東京募金｣のメニュ

ーのひとつとして平成 20年度に開始。 

概要 

・路線・区間を特定して募集。募集する街路樹には、高さ 2ｍ程度の中木と高さ 3.5ｍ程度の高木の２

タイプがある。樹種は東京都が決定。 

平成23年度募集分  中木 1,200本（１本１万円） 

高木  120本（１本５万円） 

・植栽する街路樹には、寄附者の名前、メッセージを書き込んだ樹名プレートを取り付ける。 

【大きさ・素材など】 

形状：縦８センチメートル×横１３センチメートル 

素材：アルミ 厚さ２ミリメートル 

メッセージ【２０文字以内】企業広告、宣伝や道路管理上ふさ

わしくない表示はできない。 

寄附者名【１５文字以内】 個人、企業、団体等のお名前 

・完了の報告：植栽と樹名プレートの設置後には、位置、写真、樹名プレートのイメージを添えた「完

了報告書」を送付する。 

実績 

・平成 20～22年度 約 1250件の申込みがあり、中木約 3,050本、高木約 580本、合計約 3,600本 

 

 

 

 

 

【樹名プレートのイメージ】 


