
ワークショップのまとめ② ～みなさんから出していただいた主な意見を整理しました～ WORKSHOP NEh,S

η“クショ・ンザニュース阿成士公口での自主的な地域活動② 内側も見てくださしヽ !

姫路市

パークマネジメント

今の公園愛護会の活動について考えよう !

2018/11/14(水 )19:00～ 21:00

Vol.1

(ア )

プラン
『地域コミュニティにかる柔報で楽しい

公回運営』につblて考えかう「
今、公口での地城活動で田ってしLること

<施設>
・遊具が少ない
。公園内にトイレがない
。木が多く、電気がないのでB音 い
。ベンチが少ない
。カイヅカイブキが繁茂していて見通しが悪い

<利用マナー>
・ マナーは守つてほしい (花火の後始末)

・砂場にネコの心、んがある。

<連携>
・ とんどに関する技術の伝承不足

・ 楽しいけど準備がとても大変

・老人会との連携 (ラ ジオ体操)

・革刈りの分担 (子ども会のみでは負担)

今後、公回でやって許たい事 今

<′ム
｀
園の維持管理>

・堤防道路 (県道)の河川堤防の法面の革を刈

り込みたい (実際にはやっている)。

→河川敷も′
ム
｀
園にできると良い

。木の植え替えを自由にできない (伐採も)。

・ メタセコイアの枝打ちをしたい (とんどの邪

魔になる音B分だけでも)。

<′ム
｀
園の活用>

・花火がしたいけど火が使えない
。ボール投げ、ボール遊びもしたい
⇔堤防道路と近いため、ボール遊びは危ない。

・木のイルミネーション (子供がかざりつけ)

・公園をどのように利用したいのかを者える町

要がある (現在は観賞用。防災時に活用でき
る広場はない)。

今

I

【意見交換の様子】
※第 2回ワークショップでは慶鍔

p内容を中,いに意見交換 していきます !

【発表の様子】

第1回 ワークショップ(11/14)

■今の公園愛護会の活動について考えよう !

阿成北公園での地域イベント (秋まつり、日方受訓練、とんど
など)や日常の′ム`園管理 (草刈り、ゴミ拾いなど)につい
て、情報の整理と意見交換をします。

▼

第2回ワークショップ(12/13)

■公園での地域の活動をより良くするためのアイデアを考えよう !

′ム`園で困つていることや課題に対する対応策や、公園をより
良くするためのアイデアにういて意見交換をします。 _

1 第 3回 ワークショップ(1/22)

■阿成北公園のオリジナルのルールや仕組みを考えよう !

公園での地域の新しい洒動の実I見に向け、あるとよいオリジナ
ルのルールや仕組みについて意見交換します。

市では、
′ム`園を市民の方にもっと積極的に利活用してもらえ

る場とするための方針や新たなルールのあり方などをまとめた
「パークマネジメントプラン」を策定中です。このプランで
は、市内の公園を 3つのグループに分けて方針を検討してお
り、阿成北公園では、「地朝コミュニティによる柔軟で楽しい公
園運営」をしていくためのパークマネジメントプランを市民の
皆さんと一緒に者えていきます !11月 司4国 には第 1回のワ
ークショップを黒石自治会館で開催し、26名の参加者でグル
ープに分かれて意見交換を行いました。これはワークショップ
の様子をみなさんにお知らせするニュースペーパーです。

Q.パークマネジメントとは?
～武田先生のミニ請座より解説～

A.な ぜ市民によるまちづくりが隊要なの

か ?簡単に言うと、まちをつくるの l〔丈市民
のまらに対する“誇りや愛音"だからです !

民俗学者・柳田国男の言葉に「美 しい村

とは、はじめから美 しいのではなく、そこ

に住む人達が美しい村を作ろうとして、は

じめて美 しい村ができるのである」とあり

ます。市民のまちに対する誇りや自負 (シ

ビックプライド)がまちの魅力づくりの根
幹です。どんなに空間が魅力的でも、使わ
れなければ意味がありません。公園を使う
“想像力"が跡要です。10,OOO人の 1回
(大規模行事としてのイベント)よ り、
100人の ηOO回 (日 常的な出来事として
のイベント)の方が意味があると思います。
ただし、市民の得意なこと 。行政の得意な
ことがそれぞれあり
ますので、無理のな
い範囲で継続して取

り組んでいっていた

だけたらと思います。

ワークショップの全体スケジュール

～ワークショップの感想や言い足りなかったこと等、自由に書いてもらいました～

・′△`園愛護つて何?と熙つていましたが、日碩の酒動がそういう事になるのズ)｀ と勉強に

なりました。皆さんの意見を間き、楽しく考えることが出来ました。
・初めて「

′ム`園愛護会」という活動について矢□ることが出来て良かつたと思います。
・′△`園に対して、者えが変わつた様に思います。

・町の事を見直すきっかけになると思いました。
・′ム`園について、黒石の人達と話し合いをする事ダ〕ヾ◆まで無かったですが、とても楽し

い時間でした。明日からノム`園を見る見アjが少し変わりそうで犬の散歩が楽しみです。
・町の'白

し
さんのお話が間けて大変有意義な会でした。次国◆後のお話しが出来るという

ことで楽しみにしています。

・「たア〕`ら」の持ち腐れにならない様にさらに頑張つていきたいと周います。
・みんなが思しヽ忍いの意見が出て良かつたと思いました。
・普段、全く気にしてない事をみんなで者える時間になつて新鮮な会でした。
・・白

し
が集まつてくれてひと安心。

・公園の運営を通して]ミ ュニティの活性化を学べました。次回が楽しみです。
・ /ム`

国についての良いこと悪いことが話し合えて良かったです。
・普段、/ム`園について話をする事も″dか ったので、町の方ノマと話し合う場所ができて良

かつたです。
・ ソフト・バレーの練畜に使うという話がありましたが子どもの数が 40人ほどになり

今では球技大会でソフト・バレーは参加できていません。
・′△`園を有効に利用できるように、各団体が頑張つて下さつていることが分かりまし

た。各団体が無理なく継続してしヽけるよう者えていく財要があるな…と思いました。
。有意義な 1日 でした。タウンミーティング的な事でしょうが非常に楽しア)｀ つたです。

ひここと7ンケート

姫路市パークマネジメントプランに反映 !

ワークショップ当日は、事務局から◆回のワークショップの主旨やパークマネジメント
について説明がありました。その後、大阪府立大学の武田先生より「メヾ―クマネジメン
トとは?」 という題でミニ講座をしていたださました。参加者は3つのグループに分か
れ、阿成北′ム`園での地上或イベントや維持管理活動の状況を表形式で整理しました。和気
あいあいとした雰囲気の中、どろらのグループも活発な意見交換が行われました。最後
はグループ毎に発表を行い、意見を共有しました。

ワークショップ(グループによる意見交換)



阿成上公口での自主的な地域活動①
え !実は公園愛護
会の活動でもあつ
たの?!初耳 !輪

【公園愛護会の活動】
・月 1回の革メ」り
。月 1回のゴミ拾い

ワークショップのまとめ① ～みなさんから出していただいた主な意見を整理しました～ 市内の他のノム`園でも展開していくための参者として、阿成

北公園での地上或活動について、誰が・ どのように行つてい

るのか、活動を始めたきつかけなどを参加者のみなさんか

ら多文えていただきました I

活動内容
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T辞
:li予 【阿成北公園の好きなところ】

・メタセコイアがステキ !!
・メタセコイアが魅力でこの地区にヨ|つ

越してきた人もいる。
・季節感(サクラや鳥の声)が感じられる。
・清掃をするようになつて以前よりもノム`

園がきれいになつた !!

活動頻度 費用・道具 始めたきつかけ・継続のポイント活動メンバー

。とんどのお花 (寄付)

。自治会の寄付

・ 自治会備品

・会長の「しよう !」 がきつかけ (5年以上開催)

(6町の中で 1つだけやつていない、さみしい 1)

・去年の参加者がいる !

・住民の理解 (文匂がない !)一周りに家がない
。食があつてみんな楽しみ !

・何かしら役割がある。明確な役割分担

・準備期間の楽しさ。みんなで集まつて ししヽ !

各種団体協議会 1月 (年 1回 )とんど
。とんど
。フランクフル ト・焼き烏

・焼きいも・生ビール

・豚汁など

10月 (年 封回) ・ 祭りのお花 (害付)各種団体協議会+α (自治会女性部

など)

お祭 (5町合同まつり)

・小さしヽ屋合が前日にくる !

・ おでんを出す 500食
。おみこし

・700～800人集まる
1、 10月 (年 2回 )

町内 (年 3回 )

・ お茶 (町費)

・ ゴミ袋 (市支給)

。革メ」機 (自治会備品)

各種団体協議会町内の掃除

年 3回
イベントの拠点としてイベント前の整

備 (掃除、革メ」)(根上がり対策)

・子どものおかし、お茶 (活動費)

・草 X」機 (自治会備品)

・重機 (地域の工務店に努めてる方の

ご厚意)

・すつと昔からある。伝統を大切にしている !

・会長の呼びかけ
→ (子ども会の活動費のために、市の補助メニューにある公園の清

掃を始めた)

。子どもたちにはご褒美のジュース

月 1回
※当番制 (年 2～3回 /人 )

※冬場 (12～2月 )な し

子ども会 (保護者、小学生)

各種団体協議会+消 防団と自治会の

有志 (行事前)

革刈り

年 1回 (12月 )

市内一斉清掃後に実施
一昨年から開始

・ 自治会費十自治会の備品

・ 公園の消火栓

・砂場の土 (土嚢に入れて、使用後に

砂場に戻す)

・土嚢袋

・全市一斉清掃の後震災が増えた
。会長のByびかけ
。毎年活動メニューを変えている

(昨年は市川の)巳濫を想定)

消防団+ 種 団 蚕防災訓練

土のう、消火活動
′△`園なので思しヽ切つた訓練ができる !

桜の時期老人会老人会の花見

夏の 10日間子ども会ラジオ体操

小学校の登校の集合場所

ワークショップお疲れさま

でした I次回は 12/¶ 3
(木)1 9iOO～20i30窯

石自治会館にて開催です。

SIき続き、みなさんのご参

加をお待ろしています !

【お問合わせ先】

姫路市役所公園緑地課

(担当 :藤谷)

TEL: 079-221-2413

I地域の活動角1活発な理由】

・自治会の町の活動に関わつているので、役員側の苦労が分かる。

・黒石自治会館が 2年前にできた事が大きい !!

(以前は公園横の県の施設を借りたりしていた。)

・住民の理解があつてこそ活動が継続している。

・各種団体の役割がしつかり明確化している。

・◆の活動を若い世代につなぐという8いがある。

・いつ、イUが起きるかわからない時代なので、地区の住民 4¬ 4人
が顔を合わせておく跡要がある。そのために地頭の活動を、屋内

Ⅲ
i::ど:こ!ti

Ⅲ

地けの活動拠点 !黒石自治会館 。阿成北ノ△ヽ園

黒石写ども会 。黒石老人会の集合写真 (H24)
は「票石自治会館」で、屋 「阿成北′△` Jで行 う。

・ずっと昔からある
。伝統を大切にしている !

。一番キレイ

。革が生えた状態ではできない !

・伝統を大切にしている !
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ワークショップのまとめ① ～みなさんから出していただいた主な意見を整理しました～ WORKSHOP NEWS

つ。クショ・́ザニュース
フアシリテータ長谷川氏による意見まとめメモ

阿成北公園での地域の活動をより良くするためのアイデアについて、参加者のみなさんで意見交換していただきました I

【意見交換のテーマ】O公園で困つていることや課題への対廠策  Oノム`園でやつてみたいアイデアについて

【意見交換の様子】
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市では、
′ム`園を市民の方にもっと積極的に利適用してもらえ

る場とするための方針や新たなルールのあり方などをまとめた
「パークマネジメントプラン」を策定中です。このプランで
は、市内の公園を3つのグループに分けて方針を検討してお
り、阿成北公園では、「地域コミュニティによる柔軟で楽しい公
園運営」をしていくためのパークマネジメントプランを市民の
皆さんと一緒に老えていきます !12月 13国 には第 2回のワ
ークショップを黒石自治会館で開催し、22名の参加者でグル
ープに分かれて意見交換を行いました。これはワークショップ
の様子をみなさんにお知らせする三ュースペーパーです。

【発表の様子】
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次回は、
ノム`園を楽しくするこ

れらのアイデアを実現するた

めの「阿成北′ム`園オリジナル

ルール」を者えていきます !

ひとこと7ンケート

～ワークショップの感想や言い足りなかったこと等、自由に書いてもらいました～

・◆固も色ノマなアイデアがとび出し、なるほど…と面白かったです。本当にイベントが

実現できると楽しいなと居いました。各グループ和気あいあいと話し合いができてい

て、良い雰囲気で楽しかつたです。
・◆まで、公園のことで困つていたことがパークマネジメントで言えて良かつたです。
・ グループで発表することでいろんな解決策を発見できて良かったです。
・維持管理ば心`りで、どう使つていくかはあまり剣こしてい声前 っ`たとワークショッフで気寸い亀
・子どもたちア〕ヾ入ることで率直な意見が出たし、大人達の発想も広がりました。人がた

くさん集まる/△` 園にしたいという気持ちが出てきました。
・子どものやわらか頭はすごい !

。子どもさんの意見が新鮮だつたので、もつと子どもも参加してもらうと良いと感じます。
。人が集まれそうなノ△ヽ園ができそうに悪った。
・色ノマな意見で、地頭の人が集まれる機会は沢山あるなと実感です。この中の1つでも

実行して地域の活性をしたいと召います。
・公園の主役は I子どもの花火、大人のイベント。いかに地I妻と心、れあいの場面を演出するか。
。次国のイベント向けアイデアが多く出てありがたい。
・メタセコイアがやり玉。町内に造園屋さん、植木屋さんを住まわせたしヽ。オレンジ色

に夕日に映えるきれいな並木を大切にしたい。
・イベントに参加してもらうには、どう支」処したら良いかの意見もでた。
・自分では忍いつかない楽しそうなイベントや思いを間くことができて楽しかつたで

す。ヤギ飼いたぁ～い !!
・いろんな意見が出て良かった。どれかひとつでも実現できたら良い。
・土手の斜面を利用して大文字焼き (」 文ヽ字焼きでもいい)を してみたい。
。これでノム`園がより良く恋る。早くイルミネーションが見たいです。
・照明を多くしてほしいです。
・みなさんと良いとこと悪いとこなど話ができて良かつた。

・夏まつリズ)ヾ出来れば !!           ・楽しかつたです。

・みなさまのお話を間いて大変役に立ちました。  。また会いましょう。
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【お知らせ】この日は播磨リビン

グ新間社さんが姫路市パークマネ

ジメントプランのワークショップ

の取材に来ら

れました I

写真 :佐治編集部長
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第1回 ワークショップ(11/14)

■今の公園愛護会の活動について考えよう !

阿成北公園での地域イベント (秋まつり、防災訓練、とんど
など)や日常の公園管理 (草刈り、ゴミ拾いなど)につい
て、情報の整理と意見交換をします。

知カプl12/131 Ю
■公園での地域の活動をより良くするためのアイデアを考えよう !

公園で困つていることや課題に対する対応策や、′ム`園をより
良くするためのアイデアについて意見交換をします。

▼

1 第 3回ワークショップ(1/22)

■阿成北公園のオリジナルのルールや仕組みを考えよう !

公園での地域の新しい活動の実現に向け、あるとよいオリジナ
ルのルールや仕組みについて意見交換します。

姫路市

パークマネジメント

公園での地域の活動を

より良くするためのアイデアを考えよう !

2013/12/13(木 )19:00-20:30

Vol.2

(ア )

プラン

入

『地域コミュニティにかる乗報で楽しい

公回運営』について考えかう「

ワークショップの全体スケジュール

裏面も見てください |

ワークショップお疲れさま

でした !次回は 1/22
(火)1 9iOO～20i30黒
石自治会館にて開催です。

引き続き、みなさんのご参

加をお待ちしています !

【お問合わせ先】

姫路市役所公園緑地課

(担当 :藤谷)

TEL : 079-221-2413

姫路市パークマネジメントプランに反映 !

ワークショップ当日は、ます事務局より第 1回ワークショップの心りかえりを行いまし

た。その後、「地功でノム`園管理 。運営を行つてしヽる事例」の紹介と、姫路市の公園利用ル
ール (公園条例など)の説明がありました。参加者は3つのグループに分かれ、阿成北
′△`園で「困つていることや課題に対する対廠策」や、「

′ム`園でやつてみたいこと」につい

て意見交換しました。◆回は小学生のお子さんも意見交換に参加してくれ、たくさんの

アイデアを出してくれました。最後はグループ毎に発表を行い、意見を共有しました。

ワークショップ(グループによる意見交換)の流れ



ワークショップのまとめ② ～みなさんから出していただいた主な意見を整理しました～

公口で四つていること。課題への対応策
※多かつた意見は

菖意努写曹事覺
してしヽ

0☆
ルール (案 )です。

【田っていること・課題】

太・ 猫のフン

ゴミ (タ ノヾ⊃、お某子、缶)

I対応策 (解漁のための取ιI組許)'

回覧板や看板で呼びかけ

駐輪スペースを設ける
ゴミは気付いた人が拾う、

危険な球技はダメ。

キャッチボール、ノヾドミントンはOK
☆

17イ手7(新しくやってみたbl活動)】 I公園 (地域)角1こたな風に良くなるI

ドッグラン

才

→ に小サイズ

持ち雪り花火大会イメージ写真

夏まつり !

ドッグランコーナーを作る

(犬の居場所を作つてあげる)

子どもは子ども同士
で花火をしたい。

シートのプール
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→

一

凄乏酬

家の前ではできな
い。近所に気を使
わなくて良い。

。′△`園の利用マナー向上

シートのプール (水遊び)

イメージ
~与
真

。季節ごとに公園に来る理

由 (き っかけ)になる
。公園にでも散歩してみよ

うえ)｀なと周う

ボール遊び
ネットを張る

施設

屋根がない 時計がない

屋根をメタセコイ

アで作る
時計を設置

塁空観察

′△`園で泊まる

テント張つてキャンプ

ラジオ体操 (子ども十六人)

そうめん流 し
Ⅲ

一
どん期間が短くなつ

るヽ。増やしたい。

出入□に水たまりがある

メタセコイアなどの本

の葉つぱが落ちて困る

メタセコイアが大きく

なりすぎて少し邪魔

蚊が多い (革が多いから)

丸太の遊具など手作り

感のあるものが良い

出入□のでこぼこを改修

●切らずに渚用

→希望者に、レクチャー

木の高さや形の

目標を決める !

T TI｀
1

阿成北公園メタセコ ア

花を植える !

いろんな木や革花を増やし

てノ△ヽ園を華やかにする

のり面の活用

苗を事前に配つてイベント
の日にみんなで植える

フラフープ、年ケ馬など遊具

じゃなくても良い

少々ケガしても良いのでは?

|

のり面を花いつぱいにする

(ヒマワリ、ラベンダー)

→育てた花で生け花教室をする

0切 つて活用

邪魔な方のメタセコイアを

切つてベンチづくり

ツリーハウス

芝生を張る (芝メ」り機管理)

昔」ヽさかつた木が大きく成

長していることを紹介し、

公園の歴史を感じたり、興

味を持つてもらつたりする
公園に行きたくなるプログラム

のり面花壇イメージ写真

メスなら乳も飲める!?

宝探し
・′ム`園魅力再発見

・ /ム`
園がとつても楽しい場

所になる !

→ノ△ヽ園不」用者、地域行事

の参加者増 !

ロ

子ども会、老人

会、みんなで参

加。賞を作る !

I心殉ll十 ること】

| ・規制を明確にする。同時に「使える」ことも明確にする (看板など)。

| ・小さしヽことズ)｀ ら始める !町単位で取り組む !

公日をより良くするアイギ7

ヤギを飼う (orレ ンタルヤギ)

イルミネーション

メタセコイアの高さや太さ

を表示した香板の設置

ベンチが少ない !奥まつて

しヽて8きい 1サ ビている !

遊具が足りない

メタセコイア

出入□の自転草迷惑 !

′
ム
｀
園の利用マナー 。ルール

ベンチ・遊具を作る(DIY)

つる革の退治・雑革との戦い

のり面・雑革

利用促進

地域のイベント参加者少ない

そもそもあまり公園を使わない

特に大きな子どもは遊ばない

来てもらったら良さがわかるはす !

司回来てもらうには…?

市と地域がノ△ヽ園の使い方を発信 !

面白い遊具があれば子どもも集まる

こんな使いアj

もできるよ !

→

→

持ち害り花火大会

水遊び

。消防の仕事が増える
→矢□つてもらえる

・水遊び等で子どもが集

まる機会ズ〕ヾ上曽えると楽

しい !

。早起き、健康 !

のり面を水遊び、滑り合にする

¬家 1株 (筈前付

き)で苗を植える

カマキリ

虫取り大会

ノム`園をテーマにした写生、写真コンクール

替の遊び方 !

ゆ ・顔が見える地域に I


