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講義 「公園の活用事例や市民活動について」　　　

we have civic pride 
and enjoy "kisela 

kawanishi"public-life 
with you all !

REPORT.1

日時 2016.5.14 sat 9 時半 12 時
場所 アステ川⻄市⺠プラザ
   マルチスペース 2
参加人数 23 名 

■⽇時 ２０１６.7.9 sat. 9 時半 12 時
■開催場所 アステ市⺠プラザマルチスペース２
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大阪府立大学大学院　生命環境科学研究科　武田重昭　先生

熊本市　平成中央公園　　　

REPORT.2

■問い合わせ先 川⻄市役所 5 階 キセラ川⻄整備部地区整備課 担当 ⼭⾓、藤⽥
〒666-8501 川⻄市中央町 12 番 1 号 電話 072-740-1207 FAX 072-740-1330
メールアドレス kawa0193@city.kawanishi.lg.jp

●公園の愛称が・・・・・・・
 「キセラ川⻄せせらぎ公園」

・・・・に決まりました 

キセラ川⻄せせらぎ公園で、私がやりたいこと、やってみたい
ことをグループ内で書き出し、⽬的や内容が似ているものを 
整理しました。

◆⾃然・健康・運動・⽂化・⾷・防災
◆にぎわい・イベント・回遊性
◆⼦ども・ファミリー・仲間・世代間
◆チャレンジ・特技発揮・のんびり
◆調査・学び・遊び・育てる・管理運営
…多様な視点からアイデア出しを進めました

 全員のやりたいことが出そろいまし
たが、これを整理するのは難しいです
ね…議論は次回に続きます。    

⾃分の意⾒を付箋に
書き出していきます 
たくさんのアイデアが

出そろいました 

ワイワイガヤガヤ
活発な意⾒交換 
メンバーの思いを
共有しました 

 2ﾍｸﾀｰﾙの近隣公園。⼀時避難地に指定
されており、耐震性貯⽔槽や防災倉庫等
の防災機能を備えています。平成中央公
園では、⽇常的に地域の⽅々が維持管理
に参加されていたため、熊本地震でも、
住⺠で防災機能を使う事ができました。
      

 ＢＩＤ( ビジネス活性化地区 ) での
パークマネジメントの事例。多様なプロ
グラム ( 太極拳・ジャグリング・キルティング・
フェンシング・ダンス・ヨガ等 ) を準備して
いる⼈がいて、公園の運営を⽀えている
⼈がいます。利⽤者は、年間スケジュー
ルを Web や冊⼦により知り、プログラ
ムに参加することができます。    

 ボランティア組織「パーククラブ」 
（登録⼈数は現在約 100 名）が主体と
なり、活動プログラムを企画、実施し
ています。シナリオ型の公園づくりが
特徴で、その時々でボランティアと共
に話し合い、公園をつくっていきます。

 キセラ川⻄と同様に開園前から活動
を開始しています。現在、組織づくり
や活動内容について話し合いを進めて
いて、公園は⼯事中ですが可能な場所
で観察や調査、駅での広報など
′試⾏活動 を進めています。

グループで話し合った内容
を全員の前で発表しました。

講義のあとの Q&A も
盛り上がりました 

ブライアントパーク

⇒泉佐野丘陵緑地は、府の直営、 
 企業の協⼒、府⺠はボランティ
 アという体制。活動をどう持続
 するかという視点が鍵。
 活動内容が影響しているのか、 
 ⼥性や若い⼈の参加が少なく、  
 課題となっている。

⇒ブライアントパークでは、公園
 周辺の不動産所有者がお   ⾦を
出 す仕組みをつくって公園を再
⽣。 川⻄らしい仕組みを考えよ

⇒都市の持続性、川⻄全体の持続
 性を考えることが、公園の持続
 性につながる。   

⇒ルールなどをみんなで 
 考えるこのワークショップ
 のような場が必要 

Ｑ１. どのような体制で進めているの？

　　　女性の参加者もいる？

次回は、⽬的や内容が似ている⼈どうしのグループで話し合いをします 

Ｑ２. 費用はどうしているの？

Ｑ３. 持続可能な公園づくりとは？

Ｑ４. 「ダメダメ公園」 どうすればいい？

大阪府営泉佐野丘陵緑地　　　

高槻市　安満遺跡公園　　　　　
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泉佐野丘陵緑地パーククラブ

安満遺跡公園市⺠活動プロジェクト

 ※引⽤ ⽶⼦市⽔道局ホームページ、ブライアントパークホームページ、泉佐野丘陵緑地ホームページ、⾼槻市ホームページ

熊本市平成中央公園

01. はじまりのあいさつ
02. 前回のおさらい
03. 講義
  「公園の活⽤事例や市⺠活動について」
  武⽥重昭 先⽣
  （⼤阪府⽴⼤学⼤学院⽣命環境科学研究科）
04．グループワーク
 『私はこんなことやりたい・やれるといいな』
05．発表、まとめ
06．おわりに

 2016 年 5 ⽉ 14 ⽇、第３回⽬のキセラ川⻄「市⺠プログラムワークショップ」
が⾏われました。今回は 23 名の参加者が集まり、「キセラ川⻄せせらぎ公園」で
実現したい取り組みについて、アイデア出しや意⾒交換をしました。
 ワークショップの前半は、⼤阪府⽴⼤学⼤学院⽣命環境科学研究科の武⽥重昭
先⽣による講義「公園の活⽤事例や市⺠活動について」を受けました。
 ワークショップの後半は、グループワークによりお互いに「やりたいこと」の
⽬的や内容を確認し、似たもの同⼠を整理しました。情報を共有するための発表
は、それぞれのグループの話し合いの様⼦がよくわかり、⼤変盛り上がりました。

講義で紹介
された事例
にワクワク

⾃分の思い
とメンバー
の思いに
ワクワク

グループワーク 「私はこんなことやりたい ・ やれるといいな」
４つのグループに分かれて、 意見交換を進めました。

ブライアントパーク



◆Ｄグループの内容
●おみこしを作り上げるようなチャンレジイベントにも取組みたい 
●公園での んびり、ホッコリできたらいいな。
●コミュニティスペースや管理事務所も運営して収益 UP を⽬指そう 
 …キセラだよ 全員集合  
 □メンバー 猪飼和枝、萩⽥雅仁、喜多義明、藤井⽂、三浦泰幹、吉村俊雄 

◆Ｂグループの内容
●⼦ども、ファミリー、なかまで楽しむ活動をしたい 
●世代間交流を通じて、地域づくりにつなげたい 
●公園のせせらぎで、⽣き物とふれあう活動をしたい。
●体験を通じて、防災⼒を⾼めるような活動もしたいな。
 □メンバー ⼊江陽⼦、河副健⼀郎、⼩杉⼤介、輔信捷三、⽥村幹夫、⻄⾨隆博

◆Ｅグループの内容
●まずは⼈集め 活動を知ってもらうイベントに取り組みたい。
●「100 ⼈シリーズ」のイベントを企画 学⽣団体との連携も考えたい。
●⾃然にふれて学びたい。そのために「調査」「遊ぶ」「育てる」…
 それぞれのプログラムを実施したい。
 □メンバー 猪飼剛史、⼤坪拓⼈、時任啓佑、盛岡諄平、⼭⽥詠太郎

AC グループ

B グループ

D グループ E グループ
●武田先生のアドバイス

 みなさん、良い感じでグループワークをされていた。内容もよくまとめ
られていて素晴らしい ⾃由な発想を出すだけでなく、それらを責任を
持って活動していく意識も⼤切ということを、⼼に留めておいてほしい。
来年の今頃は、今⽇話し合った事が公園で実現しているかもしれない。
 
 キセラ川⻄らしい活動となるように、ともに考えていきましょう 

●活動グループについて・・・・

 今⽇は、「やりたいこと」をテーマ
にお互いにアイデアを出し合った。
活動グループを考える上で、例えば
⾃然と伝統⽂化、防災と健康…等、
プログラムの組み合わせにより活動
のテーマがより深まったり、広がっ
たりすることもあると思う。
 次回が楽しみです。

「私はこんなことやりたい・やれるといいな」

４つのグループそれぞれに
アイデア満載のシートが完成しました！

◆ＡＣグループの内容　　
●活動を通じて、まちの魅⼒を PR したい 
●まち中で⾃然にふれあいたい ネタは公園に⾊々ありそう 
●連携・ネットワークづくりや、組織づくりにも関わりたい 
●公園を中⼼とした川⻄全体の回遊性も⾼めたい。
 □メンバー 川鍋静佳、河野威⼠、下⼭孝、⽥中義⼈、辻学、三井ハルコ 

・ドラゴンバル
・ＢＣ級グルメ
・オープンカフェ
・バーベキュー
・キッチンカー

・⼤道芸
・⾳楽フェス
・ライブイベント
・セッション⼤会
・静かな⾳楽
・ミニコンサート
・演劇やダンス
・映画鑑賞
・ロハスフェス
・フリーマーケット
・100 ⼈花⽕⼤会
・移動遊園地

・川⻄ギネス
・川⻄の⽂化を知る会
・特産品販売

・⽝のお散歩
・マナー教室

・プレーパーク
・⾃由な遊び
・たき⽕・直⽕
・キャンプ
・ナイフの使い⽅
・おみこしづくり
・気球を⾶ばす
・⼦どもがケガをせず遊べる
・動物シーソー
・⽊切⼤会
・⽔遊び、⽔でっぽう
・つり

・世代超えて交流
・コミュニティの発表会
・地域の祭り

・源⽒まつり
・ホタルまつり
・100 ⼈お花⾒

・朝ヨガ・太極拳
・ラジオ体操
・健康器具体⼒づくり
・ゴムボール野球
・ソフトボール
・パークゴルフ
・ゴルフ⼤会
・フォトロゲ
・100 ⼈運動会
・スポーツイベント

・昼寝
・ランチ、弁当
・お茶や⾷事
・ぼーっとする
・のびのび
・友⼈と語らい
・ピクニック
・読書

・⾃然観察会
・植物、⽣物観察
・⾃然遊び
・⾥⼭探検
・フィールドビンゴ
・スタンプラリー
・⾍とり
・調査（⽔質等）
・蛍の再現
・⽣き物を育てる
・⿂の養殖
・フィールドワーク
・⻘空教室   
 
        

・防災訓練
・避難⽣活体験

・キャンドルアート
・フォトコンテスト

・事務局運営
・公園ルール
・横の連携
・ネットワーク
・組織⽴ち上げ
 

のんびり ・ ほっこり　　　

グループワークで出た意見の

一部をご紹介します !

似ているものを集めてみました！

チャレンジ　
演劇　

川西　 伝統　川西　 伝統　

音楽　 遊び　運動　
健康　　

食　　　
文　化

やさしいスポーツ　

地域　

防災　

祭　　　

自然　
管理 ・ 運営


