
大阪狭山市におけるまちづくりセミナー

■上甫木 昭春 （カミホギ アキハル）

■大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 緑地環境科学専攻

■緑地計画・地域生態学

■主な著書

「はじめての環境デザイン学」（共著：理工図書：2011）

「地域生態学からのまちづくり」（単著：学芸出版社：2009）

「大阪湾の自然と再生」（共著：大阪公立大学共同出版会：2008）



大阪狭山市におけるまちづくりセミナー

■大阪狭山市総合戦略と市民参画

・健康なまちづくりを目指して

■ランドスケープからみたまちづくりへの取り組み

・時代が求めたランドスケープの視点

■緑地環境に係わる取り組みの分類と方向性

・統合的なマネージメント

■まちづくりにおける拠り所性の創出



大阪狭山市のまちづくりの変遷

■1960（9,648人）町政施行（1951）、狭山ＮＴ入居開始（1969）

狭山遊園再開園（1959）

■1970（19,198人）町役場新庁舎（1973）

近畿大学付属病院（1975）、公民館図書館（1977）

■1980（46,508人）ラブホテル・パチンコ建築規制（1983）

大阪狭山市施行、青少年野外活動センター（1987）

■1990（54,319人）SAYAKAホール、市民ふれあいの里（1994）

市民コミュニティセンター（1998）

■2000（56,996人）大阪府立狭山池博物館（2001）

まちづくり円卓会議（2008）、第四次総合計画（2010）



大阪狭山市総合戦略と市民参画



大阪狭山市総合戦略と市民参画



大阪狭山市総合戦略と市民参画



大阪狭山市総合戦略と市民参画



大阪狭山市総合戦略と市民参画



健康なまちづくりを目指して

＜社会＞

＜環境＞

物的な環境の保全と創出

＜経済＞

コミュニティの創出 地域経済の活性化

［健康］



＜上町台地の都市景観＞

＜清水町の田園景観＞

ランドスケープからみた
まちづくりへの取り組み



自身で取り組んだ仕事内容とその変化

テデプソ設計研究所（民間１） （1979.4～3年1ヶ月）

大阪府立大学（大学１） （1982.5～3年3ヶ月）

景観設計研究所（民間２） （1985.8～6年8ヶ月）

兵庫県立人と自然の博物館（博物館） （1992.4～6年6ヶ月）

大阪府立大学（大学２） （1998.10～17年11ヶ月）

◆民間では、主に設計・計画の仕事 （合計 9年9ヶ月）

◆大学・博物館では、主に調査・研究の仕事 （合計 27年8ヶ月）



まちかど広場の設計 （広場の魅力創出）

＜大阪狭山市＞

（花くらぶによる管理）（バス停留所一体の修景）



住宅地の外構設計 （住宅地の景観形成）

＜淀川リバーサンド住宅 ： 大阪市＞



公園の再整備の調査 （緑地の活性化）

＜シンフォニーホールエントランス ： 大阪市＞



史跡公園の計画設計 （史跡の保存）

＜荒神谷遺跡公園
：島根県斐川町＞



イベント空間の計画
（花の生活文化創出）

＜国際花と緑の博覧会
園路・広場の基本設計＞

＜大阪市鶴見緑地＞



兵庫県立人と自然の博物館

＜兵庫県三田市：フラワータウン＞



（整備後）

（整備前）

＜フラワータウン：兵庫県三田市＞

流れの再生（自然との共生）



学校ビオトープの計画と活用 （自然環境教育）

＜鹿の子台小学校 ： 神戸市＞



祖父母

（計４６種）

親世代

（計２６種）

小学生
（計６種）

自然遊びの対象の変化

＜神戸市＞



海浜植物の分布特性の調査研究 （生息地の保全再生）

＜大阪湾沿岸部＞



陸ガニのエコロード整備 （生息地の保全再生）

＜泉南里海公園 ： 大阪府＞



都心部での屋上緑化（緑との共生）

写真提供 大林組

なんばパークスにおける
チョウの行動特性 ＜ 大阪市＞



人々をつなぐみどり （緑との共生）

＜三田市オープンガーデン＞



神社や路傍樹の存続状況 （歴史的緑の保全活用）

＜市街地の神社＞ ＜路傍樹：大阪市内＞



モイドン

＜鹿児島県錦江町 瀬戸山＞

地域の拠り所としての
モイドン（森殿） （地域再生）



仕事内容の変化

■民間１
（1979.4～）

■大学１
（1982.5～）

■民間２
（1985.8～）

■博物館
（1992.4～）

■大学２
（1998.10～）

生息地の保全再生

緑地の活性化

史跡の保存

自然との共生

住宅地の景観形成

広場の魅力創出

自然環境教育

緑との共生

地域再生

歴史的緑の保全活用

花の生活文化創出



仕事内容の変化と社会背景

■民間１
（1979.4～）

■大学１
（1982.5～）

■民間２
（1985.8～）

■博物館
（1992.4～）

■大学２
（1998.10～）

◆成長の限界(1972)
/省エネ・石油ショック

◆地球サミット(1992)
/温暖化・生物多様性

生息地の保全再生

緑地の活性化

史跡の保存

自然との共生

住宅地の景観形成

広場の魅力創出

自然環境教育

緑との共生

地域再生

歴史的緑の保全活用

◆阪神大震災(1995)
/ＮＰＯ・市民参画

◆東日本大震災(2011)
/エネルギー・環境共生

◆地域創生(2014)
/人口減少、情報化

花の生活文化創出



時代が求めた ランドスケープの視点

■民間１
（1979.4～）

■大学１
（1982.5～）

■民間２
（1985.8～）

■博物館
（1992.4～）

■大学２
（1998.10～）

◆成長の限界(1972)
/省エネ・石油ショック

◆地球サミット(1992)
/温暖化・生物多様性

生息地の保全再生

緑地の活性化

史跡の保存

自然との共生

住宅地の景観形成

広場の魅力創出

自然環境教育

緑との共生

地域再生

歴史的緑の保全活用

◆阪神大震災(1995)
/ＮＰＯ・市民参画

◆東日本大震災(2011)
/エネルギー・環境共生

◆地域創生(2014)
/人口減少、情報化

花の生活文化創出

自然と共生する環境形成

快適な生活環境の創出

自立した健康な地域づくり



■取り組みの目的

・環境的側面（機能性、景観性、生態性）

・社会的側面（コミュニティの形成など）

・経済的側面（環境ビジネスなど）

■取り組みの主体

・個人（趣味型）

・自治会など（地縁型）

・グループ（テーマ型）

・市町村（目標共有型）

緑地環境に係わる取り組みの分類と方向性



個人（趣味型）

社



自治会など（地縁型）

社



グループ（テーマ型）

社



市町村（目標共有型）

社



＜統合的マネージメント＞

緑地環境に係わる取り組みの今後の方向性

社



（西表島：干立集落）

＜民間信仰：ウタキ（御嶽）と緑地保全＞

（集落後背林のウタキ）

（防風林内のウタキ）

まちづくりにおける拠り所性の創出



＜市街地の鎮守の森＞ ＜田園地域の鎮守の森＞

まちづくりにおける拠り所性の創出

■空間的拠り所性 （地域の目印となる場所など）
■社会的拠り所性 （近隣の人々との交流の場所など）
■精神的拠り所性 （気持ちが安らぐ場所など）



＜都市公園／芦屋市・神戸市＞

様々な地域資源

地
物

意
味

出
来
事

形



＜ため池＞ ＜五色塚古墳＞

＜和田岬灯台＞ ＜地蔵＞

様々な地域資源（地物・形）



＜湊川跡の碑＞

＜植物研究所跡の碑＞

＜地域性のある碑＞

様々な地域資源
（地物・意味）



＜歴史的人物の碑＞ ＜区画整理の碑＞

＜土地の由来を記した碑＞ ＜慰霊碑＞

様々な地域資源（出来事）



＜市民活動の碑＞

＜産業・文化活動の碑＞

＜モニュメント＞

様々な地域資源（出来事）



地域資源の存在状況
と公的OSの意義

＜地域分類＞

明治期26年陸軍測量図

において集落であった地
域

昭和24年時点に市街地
で旧集落地を除く地域

平成15年時点に市街地

で旧集落地、戦前市街
地を除く地域

戦前市街地：

旧集落地 ：

戦後造成地：

旧集落地

戦前市街地

戦後造成地



0% 20% 40% 60% 80% 100%

47.5%

33.6%

11.5%

＜地域資源の存在した割合＞ ＜地域資源の存在した施設構成＞

・ 旧集落地＞戦前市街地＞戦後造成地
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公園 官公庁 地域会館 寺院 神社

・ 旧集落地では地域会館、寺院、神社が
大きく占めている

・ 戦前市街地、戦後造成地では公園、
官公庁が大きく占める

旧集落地

戦前市街地

戦後造成地

戦前市街地

戦後造成地

旧集落地



＜復興小公園＞

（関東大震災の火災図）

非常時の拠り所



（江戸城・筋違い門）

・床店 ：屋台店

・辻講釈 ：講談、噺家

・祭文 ：俗曲を歌う芸人

・豆蔵 ：大道手品師 ・占い師

＜広小路：筋違い門広場＞



祭祀空間調査にみる地域の拠り所

＜奄美大島：公民館と相撲場＞



祭祀空間調査にみる地域の拠り所

＜指宿市垂門集落：豊前墓・公民館・広場＞



（狭山池周辺）

（イチョウ通り）（狭山神社）（天野街道）

居心地のよい風景の創出


