
 

 

 

自然環境の保全・育成に関する参考事例（抜粋） 

 

事例① 座間谷戸山公園（神奈川県座間市） 

 ◆３つのゾーンに分け、自然環境に配慮した整備 
 ◆エリア別の目標環境と環境管理方針の設定 
 ◆運営会議の設置（管理運営や利用のあり方を協議） 
 
 

事例② 谷津ミュージアム（千葉県我孫子市） 

 ◆農村環境の復活 
 ◆多様な生き物の種の保存や回復を進める。 
 ◆ゾーニング方針による段階的で連鎖的な取組 
◆ミュージアム管理・運営協議会（協働事業の実践に向けた仕組みづくり） 

 
 

事例③ 小山田緑地（東京都町田市） 

 ◆里山の適切な保全と維持管理 
 ◆ボランティアや地域ＮＰＯとの協働 
 ◆既存植生の適切な管理 
 ◆自然とのふれあい、自然学習の推進 
 
 

事例④ 鎌倉広町緑地（神奈川県鎌倉市） 

 ◆自然の回復力や再生、生き物の生息空間の創出やきめ細やかな管理等 
 ◆ゾーン別方針の策定 
 ◆維持・管理体制における市民参画 
 ◆都市林としての環境目標像 
 
 

事例⑤ 舞岡公園（神奈川県横浜市戸塚区） 

 ◆一般区域、５つの自然保護区、田園体験区域の設定 
 ◆地元市民団体による運営 
 ◆公園の自然を活かした活動プログラム 
 

参考資料 ２
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■自然環境の保全・育成に関する参考事例 

 自然環境の保全・育成に関する先進的数事例を抽出し、取組概要を整理した。 

 内容は、以下に示すとおりである。 

 （１）事例①：座間谷戸山公園（神奈川県座間市） 

  ①事例の概要 

里山の自然を公園として整備した代表的な事例である。 

都市化の著しい神奈川県、県央地域にあって、残された貴重な谷戸の自然環境保全に対し、

地元からの強い要望を受け、「地域の歴史・文化を背景とした里山の貴重な緑や多彩な動植物を

保全しながら自然観察が楽しめ、さらに里山の環境を体験できる公園」を目的とし、昭和 63 年

に風致公園として都市計画決定された。 

計画区域は、里山の風情が残され、まとまりのある樹林地や湿原地から構成されている。こ

れらを保全し、自然とふれあい観察のできる「自然生態観察公園（アーバンエコロジーパーク）」

として整備されており、自然生態観察公園としては、全国に先駆けて整備された。開設面積

30.6ha。 

運営会議では、市民の自然保護団体や野鳥の会、自然観察指導員、大学生など、各方面のボ

ランティアが中心となって公園の活動方針を協議している。 

 

 ②取組内容 

■整備状況 

公園内を３つのゾーンに分け、自然環境に配慮した整備が行われている。 

１．里のゾーン：谷戸の入口部分の田、畑、竹林などをそのまま活かして体験農場とすると

ともに、里山体験館などを整備することにより「里」の風景が創出されている。 

２．谷戸のゾーン：現在のヨシ原の一部に新たに池を造成して、水鳥をはじめとする野生動

物の生息、繁殖や水生、湿性植物などが観察できる水辺の観察拠点を整備している。ま

た、北側の湧水地一帯には、その地形や地質、植生などをわかりやすく観察できる「わ

きみずの谷」が整備された。 

３．山のゾーン：里山の典型的な植生であるクヌギ、コナラなどの二次林について、その構

成や人の生活とのつながりなどが観察・体験できる場として整備された。 
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■運営・管理の基本方針 

１．適切な維持管理を行い全体として自然環境の保全・育成・強化を図る。 

２．生息・生育する多様な動植物が継続的に存続できるよう、生息・生育環境の規模と状態

を明確にした上で、管理時期、管理方法等に十分配慮し実施する。 

３．既存の生物相を含む多様な動植物が継続的に存続できるよう、定期的にモニタリングを

実施し、管理時期、規模、方法などの管理手法の見直しを適切に行う。 

４．公園内から発生する伐採樹木や刈り草等の自然資源は、３Ｒに配慮する。 

５．施設の安全確保や危険生物に対する影響対策、また、利用者への適切な案内・解説・啓

蒙や利用指導等に努めること。 

６．公園利用者が自然観察、自然環境学習・体験、維持管理のボランティア活動等に積極的

に参加し楽しめるよう、各種活動の場を提供する。 

７．生息・生育に関する維持管理の内容やボランティア活動等については、適切な運営管理

に反映できるよう、各種情報データとして記録や集計を行う。 

８．自然、生き物、催し物、ボランティア活動等の情報発信を積極的に推進し、公園利用者

へのサービス向上を目指す。 

 

■運営・管理指針 

本公園では、公園区域を環境拠点や

環境スポットの特性と生き物の生息・

生育環境面および公園利用面からエリ

ア区分している。これは、公園内に生

息・生育する動植物の種類毎に必要と

する生息・生育環境は、千差万別であ

り一律的な管理では対応できないばか

りでなく、個別に管理することもまた

不可能である、との考えに基づく。 

表「エリア別の目標環境と環境管理

方針」に示す目標環境と環境管理方針

は、確定的なものではなく管理の実施

状況とその効果等を検討・検証したう

えで、エリアニングも含め、必要に応

じて改訂する。 
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エリア別の目標環境と環境管理方針 
エリア 項 目 概  要 

目標環境 本エリアは、三峰山（三峰神社）を中心とする区域であり、関東地域の内陸部（低地帯～低山帯）の潜在自然植生である極相林のシラカ

シ林を目標植生とする。 
Ａ 
シラカシ観察林 

環境管理 
方  針 

本区域には５つの樹林型の樹林が分布するが、各樹林ともに自然遷移に任せることでシラカシ極相林に遷移させていく区域であり、必要

に応じて、間伐やシラカシ林構成種の補植等により、遷移を促進させる。 
目標環境 本エリアは、広場的利用を図る北側部分と草原性の鳥類や昆虫類等の生息・生育環境として、多様な草本類が生育する低茎草地と高茎草

地が混在する植生を目標植生とする。 
Ｂ 
野鳥の原っぱ 

環境管理 
方  針 

単調な高茎草地にならないよう、低茎草地と高茎草地が混在する草地を草刈り区域や頻度等を変化させることによって維持する。 

目標環境 本エリアは、多様な林縁植生を含む里山の典型的な雑木林（クヌギ－コナラ林）を目標植生とする。 Ｃ 
昆虫の森 環境管理 

方  針 
本区域には４つの樹林型の樹林が分布するが、エリア内をいくつかに区分し、林床植生の多様性の維持に配慮しながら、長期伐期で樹林

の更新を図る。 
目標環境 本エリアは、多様な植物が共存しながら、木材の生産過程を観察・学習するためにスギ・ヒノキ・サワラを植栽し、間伐や枝打ち等の維

持管理していく針広混交林を目標植生とする。 
Ｄ 
スギ・ヒノキ 
観察林 環境管理 

方  針 
本区域には４つの樹林型の樹林が分布するが、エリア内をいくつかに区分し、林床植生の多様性の維持に配慮しながら、一部長期伐期で

植林の更新を図る。 
目標環境 本エリアは、団体利用の野外教室や一般利用者の林間休憩スペースとして整備されたことから、利用空間となっている中心部分について

は、一部、自生する植物で四季の季節感や花木・草本を楽しめる部分を伴った比較的明るい大径木の森を目標植生とする。 
Ｅ 
森の学校 

環境管理 
方  針 

利用空間となっている中心部分については、修景植物や林間利用に支障がでないよう、下草刈り、間伐、枝下ろし等により維持する。 
※周辺区域については、サンクチュアリ区域の目標植生及び環境管理方針を参照。 

目標環境 本エリアのうち湧水地点の観察・学習スペース、及び休憩スペースとして整備された空間については、湧水環境の保全と修景のために植

栽された湿生植物が楽しめる空間とする。周辺の樹林については、大径木を残した多層構造保全型の樹林を目標植生とする。 
Ｆ 
わきみずの谷 

環境管理 
方  針 

湧水地点に生息・生育する動植物の環境に配慮しながら、植栽された樹木や湿生植物を維持する。周辺の樹林については、大径木を残し

ながら、主として常緑樹の間伐、除伐、下刈り等の管理を行い、多層構造保全型の樹林を維持する。 
目標環境 本エリアは、多様な動植物が生息・生育できる里山の典型的な雑木林（クヌギ－コナラ林）を目標植生とする。 Ｇ 

クヌギ－コナラ 
観察林 

環境管理 
方  針 

本区域には２つの樹林型の樹林が分布するが、エリア内をいくつかに区分し、林床植生の多様性の維持に配慮しながら、長期伐期で樹林

の更新を図る。萌芽更新の展示区画(５区画：１区画15ｍ×15ｍ)では、25年程度の伐期で樹林の更新を図る。 
目標環境 本エリアは、里のゾーンに位置する小高い丘に大山を望む修景及び休憩空間として整備されていることから、林内利用や散策ができる景

観観賞型の樹林を目標植生とする。 
Ｈ 
伝説の丘 

環境管理 
方  針 

本区域には３つの樹林型の樹林とモウソウチク林が分布するが、エリア内をいくつかに区分し、基本的には長伐期で樹林の更新を図る。

目標環境 本エリアの水田耕作部分については、今後とも農薬や化学肥料を使用しない有機栽培のもち米を毎年栽培する体験農場とする。 
休耕田部分については、近代まで水田耕作に適応してきた多様な水辺の生物が生息・生育する湿性の環境とする。 

Ｉ 
たんぼ 
(休耕田含む) 環境管理 

方  針 
水田耕作部分については、今後とも農薬や化学肥料を使用しない耕作を続ける。 
休耕田部分については、近代まで水田耕作に適応してきた多様な水辺の生物が生息・生育できる多様な水辺環境を維持していく。 

目標環境 本エリアは、サンクチュアリ区域（主として、水鳥の池、北谷戸および南谷戸の湿地部）の環境を観察・学習できるよう整備された区域

であることから、多様な湿生植物が生育する環境を目標植生とする。 
Ｊ 
湿生生態園 

環境管理 
方  針 

多様な湿生・水生植物群落が単調なヨシ群落などに遷移しないよう、谷戸山指標生物リスト掲載種の生息・生育に配慮しながら、草刈り

や泥上げ等の順応的管理を実施して維持していく。 
目標環境 本エリアの水鳥の池については、調節池としての機能を果たすことが第一の目的であるとともに、広い水面をもつ止水環境として、多様

な水辺の動植物が生息・生育できる良好な水質と水生植物帯をもつ環境を目標とする。北谷戸および南谷戸の湿地部については、多様な

水辺の動植物が生息・生育できる多様な湿生植物群落が維持された環境を目標とする。 

Ｋ 
水鳥の池（湿地部

含む） 
環境管理 
方  針 

水鳥の池については、多様な水辺の動植物が生息・生育できる環境とするため、掻い掘りを含む流入土砂の防止、流入水の水質浄化対策

等を継続的に行い良好な水質と水生植物帯を維持していく。北谷戸および南谷戸の湿地部については、水鳥の池の環境を保全する緩衝地

帯の機能（流入土砂の防止、流入水の水質浄化等）を果たすとともに、泥上げや草刈り等の順応的管理を実施して維持していく。 
各エリアは、各入口空間、観察・体験・学習などの目的のエリア間に存在しており、エリア間や公園外部からの影響を防ぎ、やわらげるために設けた

緩衝エリアである。 
目標環境 これらのエリアは、主として多層構造保全型の樹林として緩衝機能を果たす部分と林内利用や散策も許容していく景観観賞型の樹林とし

て維持していく。 

Ｌ：南側緩衝エリ

ア、Ｍ：南東側緩

衝エリア、Ｐ：北

側緩衝エリア、

Ｑ：中央緩衝エリ

ア（一部） 
環境管理 
方  針 

本区域には５つの樹林型の樹林が分布するが、エリア内をいくつかに区分し、基本的 
にはクヌギ－コナラ観察林と同様に長期伐期で樹林の更新を図る。 

目標環境 Ｎ：南谷戸奥エリ
ア、Ｏ：北谷戸奥
エリア、Ｑ：中央
緩衝エリア（一部） 

環境管理 
方  針 

※各エリアについては、サンクチュアリ区域参照。 

サンクチュアリ区域は、単独の区域ではなく、水鳥の池(湿地部を含む)を中心に、昆虫の森(部分)、スギ・ヒノキ観察林(部分)、森の学校(部分)、南谷

戸奥、北谷戸奥、中央緩衝(部分)の各エリアから構成される約7.5haの区域である。したがって、ここでは、それぞれのエリアの環境目標及び環境管

理方針に配慮しながら、サンクチュアリとしての共通の部分について記述する。 
目標環境 本区域は、本公園内に存在する樹林や湿地などのすべての生態環境(植生)と重要な湧水地点を含む自然環境の中心部分であることから、そ

れらの生態環境の特性を最大限に維持していくことを目標環境とする。 

サンクチュアリ区

域 

環境管理 
方  針 

本区域には５つの樹林型の樹林、止水環境と流水環境を含む湿地帯が分布するが、エリア内をいくつかに区分し、谷戸山指標生物リスト

掲載種の生息・生育に配慮しながら、萌芽更新、草刈りや泥上げ等の順応的管理を実施して維持していく。 
②：南入口エリア、③：ログハウスエリア、④：多目的広場エリア、⑤：東入口エリア、⑥：管理ヤードエリア、⑦：北入口エリア 
目標環境 

①：西入口エリア、 

環境管理 
方  針 

各エリアは、都市公園の利用空間であることから、それらの利用空間機能に即した通常の植栽管理を中心に管理していく。 

 

■ボランティアによる取組 

１．ボランティア活動の考え方 

本公園の自然環境および人文環境は、田んぼ、はたけ、雑木林、湧水、および里山文化など

人（農家）と自然との関わりのなかで調和を保って維持されてきた。このことから、従来の都

市公園の景観や快適性を重視した維持管理では、人と自然が深く関わりあうことで維持されて

きたこの里山の風景や自然は維持することが十分に果たせない。 
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そこで、農家が年間を通じて行ってきた活動に代わるものとして、様々な団体や個人のボラ

ンティアが関わることで里山の基本的な部分を生き生きとしたものにできる。 

２．ボランティア活動の位置づけ 

公園の運営管理に関わる団体や活動の関

係は、図に示すとおりである。基本的な公

園の運営管理は、(財)神奈川県公園協会が

実施するが、動植物の生息・生育環境の維

持・調査、里山の諸活動（ふれあい・体験・

学習）などについては、谷戸山運営会議を

含めたボランティア活動が欠かせないもの

である。 

３．ボランティア活動の内容 

市民参加の里山保全活動である「里山保全隊」は、参加無料、自由参加で月 1 回、毎月第 3

土曜日の午前 10 時から開催している。主な活動は、下草刈り、外来植物の除草、落葉かき等で

ある。 

このほかに、運営会議の会員である各種団体が、ボランティア活動を行っている。 

活動の詳細は以下に示すとおりである。 

ボランティアの活動 
名 称 活動内容 

座間谷戸山公園ボランテ

ィア「ぼらぼら」 

「水鳥の池」の脇にあるビオトープ「カエル沼」の生物調査や維持管理、「昆虫の森」の山野草の調査の実施

など、今では谷戸山公園の里山保全活動の中核を担っている。 

ふるさとフォーラム座間 園内では小学生の親子で実施する稲作体験教室「米作り隊」での指導、公園まつりでの餅つき、里山体験館

の前にある菖蒲田の手入れなどの活動をしている。 

グリーンタフ（神奈川県自

然観察指導員連絡会） 

毎月第３日曜日の午後１時から、季節毎に谷戸山の自然を楽しむ「定例自然観察会」を実施している。 

谷戸山野鳥と自然の観察

会 

毎月谷戸山公園での野鳥の観察データを記録している。年数回、公園の行事としてバードウォッチングも担

当している。 

座間市星の谷地区社会福

祉協議会 

谷戸山公園の菖蒲田の管理を中心に活動している。また、公園まつりにも参加しいる。 

さがみネイチャーゲーム

の会 

年数回の公園のイベント「ネイチャーゲーム」を担当している。 

グリーン相模原ネイチャ

ーゲームの会 

年数回の公園のイベント「ネイチャーゲーム」を担当している。 

座間市公民館ふれあい自

然科学クラブ 

市内の親子を会員としたグループで、自然観察会の共催や「米作り収穫祭」での焚き火料理のイベントを盛

り上げている。 

座間のホタルを守る会 園内では、５月下旬から７月上旬までゲンジボタルを観察することができるが、座間市内でもその生息地は

減少してきている。そこで、谷戸山公園をはじめ、３箇所のホタル生息地の保全を図りながら、周辺の自然

環境を保全する活動をしている。 

谷戸山写楽会 谷戸山の野鳥を中心に、草花や昆虫などの写真撮影の他、花ごよみの作成、野鳥や山野草の保護、園内パト

ロールなどの活動を行っている。 

 

  ③維持・管理体制等 

■運営会議 

 (財)神奈川県公園協会県立座間谷戸山公園を事務局とした運営会議が開催されている。 

運営会議は、座間谷戸山公園の存在意識である、里山としての貴重な緑や多彩な動植物を保

全し、自然生態観察公園としてふさわしい谷戸山公園の管理運営や利用のあり方を協議し、か

つ、行動することを目的として設立された。 

運営会議では、市民の自然保護団体や野鳥の会、自然観察指導員、大学生など、各方面のボ

ランティアが中心となって、公園の活動方針を協議しており、この会議で協議された方針を基

に、「落ち葉かきや池さらい等の里山保全活動」、「四季折々の自然や野鳥を観察する自然観察活

動」、さらには田植えから稲刈り、そして収穫までを県民参加で行い、収穫した餅米を使って餅

つきを行う「米作り収穫祭」など、恒例となっているイベントを協働して実施している。 
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 （２）事例②：谷津ミュージアム（千葉県我孫子市） 

  ①事例の概要 

我孫子市では、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 36.7ha 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。 

「谷津」は、台地に谷が入り込む独特の

地形で、そ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。 

谷津ミュージアムは、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」にしていくもので、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

ルとして機能する。市では 20 年後の将来を展望した長期プロ

ジェクトとして位置付けている。 

平成 21 年 3月末現在の進捗状況は、造成については 334.5ha、全体の 82.3％が開設済みとな

っている。 

  ②取組内容 

■整備状況 

●谷津ミュージアム事業構想の位置付け 

我孫子市環境基本計画では、我孫子の地形を生かした環境づくりの骨格として「手賀沼沿い

環境軸」「利根川沿い環境軸」「南北をつなぐ環境軸」の３つの環境軸を位置づけている。谷津

ミュージアムは手賀沼と古利根川・利根川を結ぶ「南北をつなぐ環境軸」を形成する“谷津・

里山の復元による農と環境の拠点”としての役割を担っている。 

 

谷津ミュージアム事業構想エリア 
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●谷津ミュージアムの目標 

◇多様な生き物の種の保存や回復を進める 

谷津は、豊かな自然の宝庫である。今も身近に残る生き物とその環境を保全するとともに、

池や湿地環境の再生を図り、郷土の生き物を回復し、将来に伝えていく。 

◇谷津の自然を保全していく「谷津守人」を育てる 

自然の恵みを受けるだけでなく、谷津の自然や農地を育て守る実践を通して、「谷津守人」

と呼ばれるような人づくりを重視した活動を展開していく。 

◇伝統的農業と文化を継承し、新たなくらしを生み出していく 

昔ながら（昭和 30 年代）の水田づくりを続けていくためには、多くの手間と労力を必要

とし、これを市民と協働で支えていくしくみづくりと体制づくりが重要である。農業者と市

民の協働により、自然・くらし・農業の３つのバランスがとれた環境づくりに取り組んでい

く。 

●整備イメージ 

１．孫や曾孫の世代へ引き継ぐことができる長期的で継続性のある取り組み 

２．ゾーニング方式による段階的で連鎖的な取り組み 

３．行動計画による実効性を重視した取り組み 

４．谷津田の維持発展を図る農業者支援方策の検討 

・谷津田で営農することに対する支援策の検討 

・農業の技術指導に対する支援策の検討 

・谷津ブランドの農産物の開発・普及に対する支援策の検討 

５．協働事業の展開による新たな農業への取り組み 

■活動内容 

●我孫子市岡発戸・都部谷津ミュージアムの会 

2004 年５月に、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」が設立された。この会は、市民と市で共同運営し、自然観察、雑木林づく

り、農道の草刈りをはじめ、休耕田の復田作業などを進めていくものである。この活動を通し

て、谷津守人と呼ばれるような人づくりを進めている。 

●谷津学校 

農業や暮らしの営みによって育まれてきた谷津の恵みを受けるだけでなく、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「谷津守人」と呼ばれるような人づく

りをしていくため、2003 年度から開校している。 

現在、１年間の講座を終了した谷津学校卒業生は、水辺づくりや林の維持管理をはじめ、生

きもの調査など谷津の自然環境を維持・再生するための活動を自主的に行っている。2009 年現

在、７期を迎えた。 

 

  ③維持・管理体制等 

現在、谷津ミュージアム事業は、我孫子市の谷津ミュージアム事業推進専門家会議設置要綱

に基づいて、谷津ミュージアム事業を進めるために必要な情報収集及びより生態系にやさしい

工法等により事業を進めるため、各分野の専門家で構成された「谷津ミュージアム事業推進専

門家会議」、「我孫子市岡発戸・都部の谷津ミュージアムの会」、「谷津学校」及び卒業生等で構

成された「谷津学校友の会」のメンバーで運営されている。 

谷津ミュージアム事業構想では、市民・農業者・行政の協働事業の実践に向けた仕組みづく

りとして以下のイメージを掲げたが、着実に具体化を行っている。 
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  ④課題等 

●農業者の参加誘導事業と事業への理解促進 

○農村塾から推進農業者協議会の設置に向けた話し合い準備 

・消費者の需要に応える米作りと生産性の向上に向けて 

・現在耕作されていない約４割の農地の復田に向けて 

・後継者不足や不利な耕作条件の解消に向けて 

○水田営農の継続に向けた土地所有者の理解促進と対策の検討 

●市民参加の誘導と事業への理解促進 

○自然講座・友の会づくりから管理運営協議会の設置に向けた活動準備 

○農産物の購入システムづくりによる谷津田農業の支援策の準備 
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 （３）事例③：小山田緑地（東京都町田市） 

  ①事例の概要 

小山田一帯には、数多くの樹林や谷戸が現存しており、昔ながらの多摩丘陵の自然を多く残

している。特に多くの緑を残す下小山田町の一部（計画面積約 146ha）は、都立小山田緑地とし

て保全されており、このうち約 41ha が開園されている。ここでは雑木林や草地の丘、畑や谷戸

の田んぼなど、豊かな自然を楽しむことができる。 

緑地内にある「みはらし広場」からは、

富士山と丹沢山系の山並みを望むことがで

き、国土交通省の関東富士見 100 景に選ば

れている。 

周辺には複雑に刻み込まれた谷戸が数多

く残り、クヌギやコナラ等の雑木林も広が

る。 

また、この地域は、水域でホトケドジョ

ウ、森林ではオオタカなどの貴重種の生息

も確認されており、鶴見川流域でも有数の、

多様な生物の生息地になっている。 

園内には、雑木林のほか、ボール遊びも

出来る開放的な草地の広場、トンボ等が生

息する水辺があり、散策や、軽スポーツ、

自然観察に利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

  ②取組内容 

■整備状況 

2006 年に、東京都、特別区、市・町が共同で都市計画公園・緑地の計画的、効率的な整備の

促進を目指し、「都市計画公園・緑地の整備方針」を策定した。 

都市計画公園・緑地（未整備）について、公園・緑地の機能（レクリエーション・防災・環

境保全・都市景観）や「水と緑のネットワーク形成」、「都市問題への対応」などの観点から検

討、評価を行い、整備の重要性・効率性などから、2015 年までに優先的に整備に着手する予定

の「重点公園・緑地」を選定し、その中で「優先整備区域」を設定した。 

小山田緑地についても約 13ha（町田市下小山田町字大久保、字梅木窪、字堀切、字兎谷、字

堂谷、字関村、字小ヶ谷、字桜ヶ谷、字馬場窪、字鍬柄尾、字宮ノ腰、字向田、字宇津保沢、

字竜沢）が優先整備区域に選定されている。 

 

  ③維持・管理体制等 

■公園の管理運営 

○「里山」の適切な保全と維持管理 
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○ボランティアや地域ＮＰＯとの協働 

・ これまで、小山田緑地における「鶴見川源流ネットワーク」との協働事業や、公益事業

「緑と水の市民カレッジ」による人材育成、ボランティアへの支援等をとおして、これ

ら団体やボランティアグループと連携・協力できる体制を築いてきた。 

・ この実績とノウハウを活かし、「ボランティアポイント制度」の導入や人材育成プログラ

ムの実施等により自主運営ボランティアを育成し、都民協働での里山の適切な維持管理

を積極的に推進するとともに、NPO との連携による希少動植物の保護活動を進める。 

・ また、近接小学校との連携により、小山田緑地のオオムラサキなどシンボル種を定めた

「一公園一種キャンペーン」など、自然愛護の活動を展開する。 

○自然とのふれあい、自然学習の推進 

 

■親しみやすい管理所運営 

○サービス拠点としての「開かれた」管理所づくり 

・ 小山田緑地の管理所は、サービスセンターとして常に清潔さを保ち、利用者を呼び込む

看板（「公園情報あります！」等）を屋外に掲示するなど、里山利用サービス拠点として

気軽に訪れやすい開かれた施設としての魅力向上を図る。そのうえで、スペース的に可

能な範囲や管理所周りの屋外に、以下の機能を充実する。 

・ インフォメーションコーナーの設置：「情報ボード」等による公園情報提供 

・ くつろぎコーナー（テラス）：丸太テーブル・チェアの設置 

・ 配付サービス：散策用の杖「用心棒」 

○利用者にとって「顔が見える」管理所運営 

○都民協働のきっかけづくり／○交流・活動の場の提供 

○「情報ボード」による利用者参加型の情報提供／○オフィシャルホームページによるリア

ルタイム情報の発信 

 

■ボランティア活動 

都立公園では、約 5,000 人の市民が公園ボランティアとして公園の管理運営に協力してい

る。小山田緑地では、以下の団体が活動している。 

 

ボランティア活動 
名 称 概 要 活動内容 

梅木窪の会 梅木窪分園をベースに、自然に親しみながら、誰もが自由に参加でき

る交流の場と、アサザ池周辺の水辺の生き物を展示した「野外水族館」

や「自然観察会」を中心とした「梅木窪野外談話室」の企画と運営を

行っている。 

自然観察会の開催、生物調査、草刈り、ビオトープの

管理 

NPO法人 鶴見川 

源流ネットワーク 
保全、情報、調査・研究、教育、普及啓発、連携の６つの事業を中心

に活動を行っている。町田市の鶴見川源流域で活動する８つの団体と

NPO 法人鶴見川源流ネットワークを構成、相互に連携している。広域

的には、鶴見川流域全体や多摩・三浦丘陵（いるか丘陵）の諸団体と

も連携している。 

雑木林の管理、希少植物・山野草保護、イベントの企

画・運営（源流祭（5 月）、いるか丘陵とことん巡り

（11月））、生物調査 

田んぼの会 

町田市青少年健全

育成忠生第二地区

委員会 

地域の方々の指導のもと、田んぼ作りから収穫までを体験している。

周辺の生物や植物にも関心を持ち、活動している。 
水田・畑の管理、イベントの企画・運営（収穫祭）

鶴見川源流 

自然の会 
源流を持ち場として流域にナチュラリストのネットワークを広げた鶴

見川源流グラスルーツ（grass roots）。88年の発足以来、町田の自然

を考える市民の会（1988～2003：源流ネットワークに機能統合され、

2003 年 5月、開催）と連携して源流保全をアピール。泉の保全などを

実現してきた。 

自然観察会の開催、イベントの企画・運営（野外談話

室） 
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■既存植生の適切な管理 

○都の植生管理計画等に基づき植生ごとの管理目標を定め、計画的・継続的な管理を行う 

○ボランティアやＮＰＯとの協働により維持管理を進める 

○自然環境の定期的なモニタリングにより現状把握に努め、情報を公開する 

○地域住民、ＮＰＯ、研究者等の合意のもと、現状に合わせた詳細な管理計画を策定する 

○樹林地の管理／○谷戸地の管理／○竹林・草地の管理 

○新たに「丘陵地レンジャー」を創設・配置する。 
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 （４）事例④：鎌倉広町緑地（神奈川県鎌倉市） 

  ①事例の概要 

鎌倉広町緑地は、鎌倉市の西南部に位置し、鎌倉山か

ら江の島の方向に連なる面積約48haの丘陵地の都市林で

ある。市街化区域内にあり、大規模な樹林地や耕作放棄

地の周囲は、開発された住宅地である。その一方で、入

り組んだ谷筋、山裾を流れる小川、多種多様な樹林、昔

ながらの姿をとどめる谷戸、その谷戸に広がる湿地帯な

どの多様な環境がある。ここには、水生植物のタコノア

シをはじめカヤネズミ、ホトケドジョウ、ヘイケボタル、

ゲンジボタルなど多くの貴重な種が見られ、さらにオオ

タカの飛翔も確認されている。また、自然環境のほかに、

古都鎌倉の歴史・文化・観光資源

が多く点在している。 

高度成長期に、この緑地を開発

する動きが浮上し、それに対する

市民の開発反対運動が起こった。

この運動の展開をきっかけに、

2003 年から都市林として整備し、

保全・活用されることとなった。

2014 年には全面積のうち約 35ha

の施設を整備し、供用を始める予定である。 

 

  ②取組内容 

■基本理念 

広町地区は、これまで緑の保全運動やトラスト運動等を通じて多くの市民や市民団体が関わ

り守り育てられてきた。市民等にとってはかけがえのない緑地となっている。このような広町

地区に関わる経緯、自然環境の特性、社会的なニーズあるいは市民の意見を踏まえて、基本理

念を設定している。 

＜後世への緑の継承＞ 

①歴史ある鎌倉の緑を市民とともに後世へ継承する。 

＜多様で良好な自然環境の保全＞ 

②多様度の高い自然環境特性の保全を図りつつ、良好な自然環境の形成を目指し、古都のイ

メージを支える都市林として保全・育成を図る。 

＜人と自然が織り成す良好な自然の空間の保全・創出＞ 

③自然の回復力や再生、遷移等のメカニズムを活用しながら、生き物の生息空間の創出やき

め細かな管理等により、人が介在した自然な空間の保全・創出を目指す。 

＜広町地区に求められる社会的ニーズへの貢献＞ 

④野生生物の保全、里地・里山の保全、生態的ネットワークの形成といった広町地区に求め

られる役割への対応とこれらの社会的な課題への貢献を目指す。 

 

■都市林としての環境目標像 

地形・水・植生等の組み合わせにより現在成立している多様度の高い環境を、谷戸と樹林を
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一つの単位として捉えつつ、多様な自然環境を創出したり、雑木林や水田耕作等従来里

山で培われてきた人の営み等を再生しながら、保全・向上を図り、それらが総体として

「フクロウ等の棲息する緑地としてのまとまりと安定した生態系」が将来にわたって持

続できる環境を目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゾーン別方針 

広町緑地は、集水域や景域を単位として５つのゾーンに区分されている。この５つのゾーン

の特性をふまえた次のような方向で都市林としての保全・活用を図っている。 

 

ゾーン別方針 

区 分 期待される都市林としての役割 
〈●：特に重視する役割／○：各ゾーンにおいて期待する役割〉

保全・活用の方針 

室ヶ谷の里 
ゾーン 

○多様な生物相の維持・向上 
○林縁の貴重種・注目種の保護 
●里らしい谷戸の景観の形成 
●周辺からの近景を成す外周斜面の景域の形成 
●里の景観を楽しむ散策の場の形成 

■低地の水田と一体となった里の景観保全、及び散策の場としての活用 
□必要に応じた湧水地点周辺や樹林の手入れの実施 
□自然とのふれあいの場として既存散策路の活用 

竹ヶ谷の森 
ゾーン 

●多様な生物相の維持・向上 
●湿地環境に生息する貴重種・注目種の保護 
○良好な自然環境から成る谷戸景観の保全 
●自然とのふれあいや環境学習、環境保全活動の場の提供 
○サクラや谷戸景観を楽しむ散策の場の形成 
○豊かな林床と一体となったスギ植林の保全 

■広町緑地を代表する自然環境の維持、及び環境学習の場としての活用 
□林縁部、コナラ林やミズキ林等各々の環境に適した適正な手入れの実施 
□乾燥化が進行している湿地環境の再生や適正な手入れの実施 
□既存歩道を活かした散策路の形成及び保全活動の場としての樹林や湿地等の活

用 
□サクラ林の維持・育成 

鎌倉山の 
谷戸ゾーン 

●多様な生物相の維持・向上 
●食物連鎖上位種の保護 
●多様な湿地環境の保全・再生 
○鎌倉山に繋がる谷戸の一体的な景観の形成 
●自然とのふれあいや環境学習、環境保全活動の場の提供 

■多様な湿地環境の維持・再生・創出、及び散策や保全活動の場としての活用 
□多様な環境要素の維持・再生及び必要な手入れの実施 
□自然とのふれあいの場としての散策路の活用や保全活動の場等としての樹林

や湿地の活用 
・上流域：スギ植林等の遷移誘導による自然林の形成／・中流域：フクロウの

生息する谷戸における遷移誘導、その他樹林の必要に応じた手入れの実施

／・下流域：コナラ林等の定期的な手入れの実施、及び自然とのふれあいの

場や保全活動の場としての活用、多様な水分条件をもつ湿地環境の保全・再

生 
七里ヶ浜の 
景観ゾーン 

○多様な生物相の維持・向上 
○自然林の保全 
●海の方向からのスカイラインの確保 
●七里ガ浜方面からの遠景～近景を成す景域の形 成 
●尾根歩きや花見が楽しめる散策の場の提供 

■海や七里ガ浜方面からの眺望景観に配慮した斜面樹林の保全、及び自然とのふれ

あいの場としての尾根道の活用 
□自然林を含む樹林地の必要に応じた手入れの実施 
□自然とのふれあいの場としての尾根道の活用と散策路としての維持 
□サクラ林の維持・育成 

広町の森 
入口ゾーン 

○多様な生物相の再生・向上 
○広町緑地を象徴する谷戸景観の形成 
●広町緑地の利用・管理運営に関する拠点の形成(利用者に対する

案内誘導や情報提供等、市民等による保全管理活動のための拠

点提供等) 

■広町緑地を代表する谷戸景観の形成、及び管理運営拠点の形成 
□樹林や湿地環境等、広町を象徴する谷戸景観の維持・再生 
□秩序ある利用を促すための利用指導や情報提供、必要最小限の管理施設整備等
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  ③維持・管理体制等 

■市民参画による事業 

○市民参画の基本的考え方 

・ トラスト等による市民主体の整備 

・ 管理運営及び保全緑地の拡大 

・ 市民の企画による自主的な整備及び管理運営 

・ 都市林としての環境を活かした、市民による一般利用者への適正なサービスの提供 

・ 人材の育成や外部との連携等による活動の持続性確保 

○市民参画による事業実施体制 

・ 市民の参画による運営組織を核とした公園管理者とのパートナーシップによる運営体制

を組織し、事業の推進を図ることを検討する。 

・ 市民の参画による運営組織を支援していくため、専門家や関連団体等とも密接な連携を

図りながら、効果的な活動が可能となるような柔軟な体制整備を目指す。 

・ 核となる運営組織は、公募市民で構成することを基本とし、活動の企画運営からフィー

ルドでの調査、保全管理活動、広報活動や会員の人材育成等、管理運営に係わる幅広い

活動を実施する。 

・ 運営組織による活動のための資金については、自らの資金計画のもと収入を確保し、運

用していくことを検討する。 

・ 運営に対し、事業を評価し、監視する評価機関を設置することも検討する。 

 

都市林構想図 
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■ＮＰＯ団体等との協働 

○鎌倉の自然を守る連合会 

「鎌倉の自然を守る連合会」は、これまで開発反対活動を展開してきた広町緑地周辺の８

つの自治会が結成した会である。連合会は、本緑地が都市林となるまでに、陳情、署名運動、

市民集会、トラスト運動などにより「施設よりも緑を」と市、県、国、事業者に訴え続けて

きた。 

広町緑地の保全が決まった現在では、広町緑地における保全・維持・管理活動に参加・協

力・支援している。 

 

鎌倉の自然を守る連合会の活動状況 
鎌倉の自然を守る連合会 会員数：4,200世帯（７自治・町内会） 
活動の目的 広町緑地の保全・維持・管理活動 

活動 
方針 

連合会（７自治・町内会）は 25 年にわたり、広町緑地の保全運動を展開し、その開発行為を阻止し、全面保全を獲得した。その

歴史的成果をふまえ、同緑地の有意義な都市林公園を構築し、これを後世に継承していく責務を遂行し、その活動に資するため活

動している。 

活動の 
内 容 

活動 
内容 

（1）都市林公園構築に参画――広町緑地の都市林構築に関して全市的な立場に立ったシステム化を図ることを市に要望し、主な

市民団体の話し合いの場として「市民懇談会」が発足、その後４市民団体と４作業部会で「新・市民懇談会」として再出発し

た。「市民主体の自立した運営組織」構築のためワーキンググループを立ち上げ検討し、有意義な都市林公園に貢献していく。

（2）連合会加盟自治・町内会の意見吸収――広町緑地周辺住民の都市林公園に対する意見の吸収に努めて、その声を都市林公園

構築に反映する。 
（3）運動史発行――25年間の保全運動の攻防の歴史を後世に伝え、今後の緑地保全運動の参考に資するため「鎌倉広町緑地はか

くて守られた」を発行・販売。各新聞紙上に書評掲載され好評。 
（4）広報活動――「連合会ニュース」、ホームページ、で当会活動や広町緑地の情報の提供。 
（5）企画活動――「自然と環境が健康を育む」と題して、環境問題につき嶋矢氏の講演会を開催。 
（6）渉外活動――他団体との交流のため、ＮＰＯセンター利用登録団体との懇談会・交流会に参加。 
（7）定例役員会月１回開催 
（8）広町緑地の現場における保全・維持・管理活動への参画――、市民団体や市の公募市民が広町維持管理活動５つ会でボラン

ティア活動をしている。当会はそれに参加・協力・支援している。 
①田んぼの会――５アールの田んぼを復元。田植え、稲刈りをしながら環境教育に資するとともに生態系の多様化を図ってい

る。 
②畑の会――大根、人参、サツマイモなどの野菜を有機栽培し、環境教育に資する。 
③森の会――草刈、倒木の処理などの森の手入れ。 
④自然観察の会――連合会として「自然観察報告集」として観察記録を過去５冊発行してきた。現在は市公募の市民とともに

生態系を守るため、生物の生育分布調査をし、観察と保護を続けている。 
⑤散策路の会――準備会が立ち上がって、散策路の整備に着手。正式に８月新懇談会で承認される。 

上記５つの会により、連絡会が開かれ、協働で収穫祭や谷戸の手入れを行っている。 
活動の成果 （1）長年の広町緑地の保全運動で全面保全を獲得した連合会はこの森の有意義な都市林公園構築のため広町緑地維持管理にかか

わり、自立した運営組織をつくるべく周辺自治会として取り組んだ。 
（2）広町緑地の保全運動の運動史発刊。４年にわたって編纂し、発刊。多くの人々に読まれ感想寄せられ好評。 
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○ＮＰＯ法人鎌倉広町の森市民協議会 

2003 年に、広町緑地を保守・維持管理・利用していくことを目的としたＮＰＯ法人「鎌

倉広町の森市民協議会」が設立された。協議会には市民ボランティアを主体とした活動内容

やフィールドの異なる団体が所属しており、「広町森の会」「広町畑の会」「広町田んぼの会」

「広町散策路の会」「広町自然観察の会」など５つの会が鎌倉市と協働して保全・維持活動

を行っている。 

 

ＮＰＯ法人鎌倉広町の森市民協議会の活動状況 
ＮＰＯ法人鎌倉広町の森市民協議会 会員数：1,052人 
活動の目的 ①広町緑地の都市林公園の実現に向け、市民の意見を喚起、集約して、当面の目標である実施計画（平成 24 年度の予定）に反映

させる。 
②広町緑地の保全・維持管理・利用に積極的に参画および支援し、市民主体の自立した運営組織の確立を目指す。 

活 動

方針 
①現場活動の更なる強化（三現主義） 
②現場活動要員の育成・強化 
③会員とのコミュニケーションの充実と広報活動の強化 
④組織・財政基盤の強化 

活動の 
内容 

活 動

内容 
（1）市、広町緑地関連団体および市民の連携した「５つの会」を設立し、活動を推進 

①樹林地の手入れ、植林など―「広町森の会」   ②田んぼの復元―「広町田んぼの会」 
③畑の復元―「広町畑の会」 
④樹林地、谷戸の植物、水生生物、野鳥などの観察―「広町自然観察の会」 
⑤緑地内の散策路の整備―「広町散策路の会」 
⑥各会による共同作業：里山雑木林の復元、浄化池の維持管理、収穫祭の開催など 

（2）市民協議会独自の活動 
①緑地保全・維持管理のための「広町パトロール」   ②活動リーダー・要員育成のための「広町から学ぶ会」 
③「かまくら緑の探偵団」の運営と次世代の育成 
④御所谷入口の「トイレの清掃・管理」と維持管理活動の用具購入・管理 
⑤各種イベントの開催と広町緑地のガイド 
⑥「協議会ニュース」、「広報誌：広町の風（季刊）」の発行、 
ＨＰ（http://www.hiromachinomori.or.jp）などによる広報活動 

⑦「広町の森への道順と散策マップ」を西鎌倉駅と御所谷入口に設置 
⑧小・中・高校の生徒を対象とする「環境教育（総合学習）」への協力 
⑨広町緑地の未購入土地（含む、室ケ谷エリア）の購入または借地のための「トラスト活動」 
⑩「緑の羽根・緑の募金」活動  ⑪理事会の開催 

（3）都市林公園の実施計画に向けて、市担当部門と緑地保全、管理体制などを話し合うため、市と広町緑地関連９団体で、広町

緑地の管理運営に関する懇談会を開催 
活動の成果 （1）保全・維持管理活動の活発化 

4 つの会の活動から５つの会の活動へ展開 
（2）会員のおよび一般市民の広町緑地の利用の増加 

①収穫祭(第３回)開催定着と広町を訪れる市民（各種団体を含む）の増加 
②かまくら緑の探偵団参加者の３倍増 

 

鎌倉広町の森市民協議会の推進体制 

推進チーム 内  容 備  考 

広町森の会 広町緑地全般の保全、維持、生態系の復元活動。草刈、倒木処理、水路・ため池・

湿地つくり、護岸の手入れ、自然観察路の整備と維持、森の手入れ活動等 第 1,3 日曜の 9時～正午 

広町田んぼの会 湿地帯の復元、水田・畑地復活のための活動 第 1日曜、第 2,3,4 土曜の 9時～正午

広町畑の会 畑地復活のための活動（11月の大収穫祭に向けて） 第 1 火曜、第 2 日曜、第 3 土曜、第 4
日曜の 9時～正午 

広町散策路の会 広町の森の散策路の整備 第 2 日曜日 9:00～12:00、第 4 13:30
～16:30 

自然観察の会 森のパトロールを兼ねて「広町緑地」を歩き、基本的な動植物について学びながら、

必要に応じて簡単な維持・保全作業や自然観察をおこなう 第 2,4 木曜の 9時半～11時半 

広町５つ会連絡会 －  
森のパトロール 緑地保全・維持のためのパトロールの実施 毎週月、木曜の 9時半～11時半 
かまくら緑の探偵団 少年少女たちに自然を、緑を身近に体験してもらう為の活動 月 1回 
トイレチーム － － 
広報チーム 広町緑地や活動状況を幅広く市民や全国の人々に知って頂くための広報活動 － 
総務チーム 会の運営や会員の維持管理等幅広い活動 － 
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 （５）事例⑤：舞岡公園（神奈川県横浜市戸塚区） 

  ①事例の概要 

舞岡公園は、横浜市の「緑の七大拠点」の中の舞岡・野庭地区の中心部に位置する、平成 4

年に開園した面積 30.6ha の広域公園である。 

周辺の市街化が激しい中で、公園区域内には豊かな緑と湧水があり、市内でも残り少なくな

った昔ながらの田園風景が残されている。こうした環境や横浜の特徴的景観である谷戸の地形

を生かし、市民が「ふるさとの景色」の中で農体験や自然観察を楽しむことができる公園とし

て、さらに防災的役割を持つ公園として整備が進められている。「ふるさと」をしのびながらの

散策・休養や、水田・畑

づくりなどの農体験への

参加が利用の中心となる

公園だが、利用の拠点と

して明治初期の古民家

（旧金子家住宅主屋）が

移築復元されている。 

なお、公園の北側に接

する舞岡地区は「舞岡ふ

るさと村」の区域で、農

業振興による地域の活性

化を中心課題とした地域

づくりが進められている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②取組内容 

■取組内容 

谷戸の環境を生かし、5つの自然保護区と共に、田園体験区域を設け、市民が水田や畑の農作

業体験や自然観察を楽しむことができる公園として整備されている。また、田園体験区域は市

民団体が指定管理者として管理運営を行っており、市民により様々な取組が行われている。 

○一般区域 

一般の公園と同じ利用 

○田園体験区域 

谷戸の中心部分 

○生物保護区 

水源涵養林、池、湿地 
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  ③維持・管理体制等 

■地元市民団体による運営 

舞岡公園は横浜市が管理しているが、地元市民団体によって運営されている。自然を守りな

がら、そして訪れる人が気持ちよく過ごせるように、歩道、トイレ、休憩場所などが非常にバ

ランスよく整備されている。今では約 500 の団体が舞岡公園を育む会として活動している。 

公園内の「田園体験区域」では、田や畑の農作業、雑木林の維持作業、自然観察会、炭焼き、

わら細工、季節の行事などが行われている。ここの管理運営を行っている「舞岡公園田園・小

谷戸の里管理運営委員会」は、指定管理者としてさまざまな事業を行っている。ボランティア

として会の活動を支えている登録者は約 400 口で、登録内容も多種多様である。登録関連諸経

費として年間 2000 円と 3000 円のどちらかを選択し、登録時に支払うシステムである。内容は、

田んぼ・雑木林・畑・古民家・農芸・会報編集・生物環境・谷戸学校・こども谷戸教室・親子

自然教室などがある。 

 

■横浜市と舞岡公園を育む会の関係 

1983 年に「まいおか水と緑の会」が結成され。雑木林の手入れ、水田の復元耕作、動植物の

生息調査が行われ、その活動が今日の「舞岡公園を育む会」へと発展してきた。 

事実、公園の管理運営が横浜市より本会に委託されており、市民、愛好家により自主運営が

展開されている。 

 

 

 

■活動プログラム 

田んぼ、雑木林、古民家等を活動拠点として、生産、自然観察、イベント等の催し物が 1 年

を通して、毎日どこかで行われているのが舞岡公園の魅力である。公園に残された資源を活か

した多彩なプログラムが人気を呼んでいる。 

 

 


