
 

 

 

自分たちの住宅に隣接する遊歩道を、花い
っぱいの道にしようと活動を始めました。そ
れぞれ担当の区画を、自由な時間に、好きな
レイアウトで、責任を持って管理しています。 

花を植えることから始まった活動は徐々に
広がり、住民同士はもちろん、道行く人たち
とのふれあいや、子どもとお年寄りとの交流
などを育んでいます。季節の花で彩られた遊
歩道は、花を楽しむだけでなく、地域コミュ
ニティづくりの場ともなっています。 

 

 

 

 

 

住民がボランティアで育む花の散歩道が地域の心をつなぐ      
大阪府富田林市 

人 

きっかけ 

活動 

効果 

住民 子ども会 行政 

行政 子ども会 住民 

ニュータウンの集合住宅に住む住民たちが会を結成し、隣接する
市の歩行者専用道路沿いの空地を借り受けて潤いある花壇とし

住民 

「すみれ会」「緑の協力会」を結成し、
市から空き地を借り受け、花壇づくり 

子ども会が参加 

近隣のお年寄りに花届け 

小学校の総合学習の題材になる 

各地からの見学者の受け入れ 

「すみれ会通信」発行 

バラの剪定講習会実施 

○住民が住宅地別に「すみれ会」と「緑の協力会」
を結成し、土地を借り受けて花壇づくり 

○原則、自己負担で各自が花植えや管理を実施 
○「すみれ会通信」の発行・ホームページの開設 
○バラの剪定講習会の実施 
○小学校の総合的な学習の時間の一環で訪れた

小学生にスライドで活動を解説 

○花壇づくりに参加 
○近隣のお年寄りとの

交流 

○市の歩行者専用道路
沿いの土地を貸す 

 （道路工事施行承認） 
○様々な機関等が実施

している助成制度な
どの情報提供 

□身近な道路空間が季節の花で彩られ、歩行者に喜ばれている 
□地域住民間にコミュニケーションが生まれ、コミュニティづくりに役立っている 
□生ゴミの堆肥化などを通じた環境面での効果や、子どもたちの活動や授業を通じた

教育面での効果など、多方面で効果的な役割を発揮している 
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バラの講習会

グループ作りませんか？
それなら市から土地

わかりました

花を植えよう !!

花を植えて
みようか？

家の前が
さみしいな

すみれ会

お花が咲きました！
プレゼント !!

ありがとう
きれいね

見学させて
くださいどうぞどうぞ

花苗です

心が和むねありがとう！

総合的学習
の

時間

緑の協力会

住民がボランティアで育む花の散歩道が地域の心をつなぐ

ガーデンシティコープ金剛東の
住民で「すみれ会」を、隣接す
る津々山台第 2 住宅の住民で
「緑の協力会」を結成し、市か
ら道路沿いの空き地の利用承認
を受けて、花壇づくりに取り組
むことにしました。

子ども会も花壇づくり
にデビューし、一緒に
作業を始めました。

住民がそれぞれ担当の区画を決め、自由な時間に、
好きな花をレイアウトし、かつ責任を持って花壇づくりを
行っています。費用は自己負担を原則としています。

花の散歩道を中心と
して、活動と交流が
広がっています。

いろいろな場所から見学
者が訪れます。活動がコンクールなどで表彰
される機会も増えてきました。

緑の協力会

すみれ会
＆

す
み
れ
会
通
信

こ
ん
な
花
が

咲
き
ま
し
た
！

1994

1998

2002表彰状

どこでもどあの会市から花苗の提供を受
けたこともありました。

各家庭から出された生ゴミを活用して
堆肥をつくったり、敷地内の落ち葉を
集めて腐葉土をつくるなど、環境に配
慮した土づくりに取り組んでいます。

子ども会や婦人会では、花壇
の花が咲くと花束にして近隣
のお年寄りに届けています。

小学校の総合学習の題材となり、自分
たちの取組みについて話をしました。

津々山台
第 2住宅

ガーデンシティ
コープ金剛東

貸します

ニュータウンの一画につくられた集合
住宅の目の前を通る歩行者専用道路が
殺風景なのを寂しく思った住民が、沿
道に花を植え始めます。

情報をみんなで共有するために
通信を発行しています。

バラの育て方や剪定の仕方などを学べる
講習会を開催します。

http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/index.htm
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 □景観まちづくりの３原則からみた成功のポイント□ 
 
 

 

・この住宅地が新たに造成された当初、暮らしに最も身近な公共空間のひとつである歩行者専用道路
は、下の谷間を走る国道側に垣根を連続させ、その前に点々と高木や部分的な低木帯が設けられて
いる状態で、土の箇所には雑草が生い茂り、年数回の市による草刈では追いつかず、通る人も少な
い状況でした。ここに住み暮らす住民として、せっかくの空間を活用し、まちの美観の向上と地域
コミュニケーションづくりに役立てることができないかと考え、四季折々に花のある綺麗な道路空
間をつくることができればと思ったことが、この活動の契機となっています。 

・歩行者専用道路は市道であり、所有・管理者は富田林市ですが、そこに暮らす住民たちにとっては
「庭」と言ってもよいような、親密な空間です。そのような身近な場所だからこそ、自主的に景観
まちづくりに取り組み始めることができました。 

・保育園への送り迎えや、スーパーへの買い物などの動線として使いやすい立地だったこともあり、
花に彩られた歩行者専用道路は、多くの人の日々の暮らしの中で親しまれる空間となりました。 

>>自分の生活に最も身近な空間を対象とした景観づくりは、取りかかりやすく、また、その成
果を自らが享受しやすい取り組みです。自宅の庭はもちろん、集合住宅地の共有空間なども
その対象になりますし、道路や駅前広場などの公共空間も含めて考えられるでしょう。その
ような身近な場所から景観づくりに取り組み始めてみましょう。 

>>実際に住み、暮らし、働く立場から、身近な場所の景観や環境がどうあってほしいか、と考
えてみることにより、景観まちづくりへの関わり方が見えてくることがあります。 

 
 
 
 
 

・身近な歩行者専用道路（市道）を潤いある景観にした
いと考えた住民たちが、沿道に花を植え始めました。
この時点では、市の許可を得るなどの手続きを経てい
ませんでしたが、協議を重ねる中で、市の道路管理担
当職員に花壇づくりを通じた景観形成の意義が理解さ
れ、住民たちに対し、活動を組織化した上で、許可を
得て花壇づくりを行うよう、勧めがありました。 

・その後、多少の経緯はありましたが、住民たちは活動
グループを組織し、市から「まちの緑化に貢献するた
めの植樹、花壇等の設置と維持行為」を名目とする「道路工事施行承認」を受けて花壇づくりに取
り組むようになりました。承認は単年度限りのものなので、毎年、更新手続きを行っています。 

原則１《地域性》 歴史・文化・産業・意匠・構法・素材などの地域資源の再発見 

原則２《推進体制》 早期からの適切な行政・市民・専門家のコラボレーション 

 
花壇づくりに関する道路工事施行承認の表示 
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・歩行者専用道路ですが、非常時には消防車等の緊急車両が通行できるようになっている必要があり
ます。花壇がその通行の妨げにならないようにするとともに、緊急車両の通行時には沿道の花壇内
を走行してもよいことなどを、花壇づくりの承認に先立って市と住民とで確認しています。 

・この地区をよき先行事例として、市内の他地区でも「道路工事施行承認」を通じた住民による身近
な環境・景観づくりの取り組みが行われるようになってきています。 

>>住民たちの意欲や活動の意義を行政が柔軟に受け止めることで、公共空間の景観形成に住民
等の意欲やアイディアを活用することが可能となります。例えば、この事例のように、景観
まちづくりの対象となる場所を利用しやすくする、その場所で景観まちづくり活動を行う主
体として認知するなど、行政の判断を通じて多様な景観まちづくりの推進が期待できます。 

 

・歩行者専用道路の道路使用許可を得るためのグループは、歩行者専用道路に面する住宅地ごとにつ
くられています。それぞれの住宅地が面する沿道の花壇づくりを担当して、道路に沿った連続的な
花の景観を創出しています。自分の家に近い場所を担当することで、花壇づくりに対するやる気も
出ますし、その成果である花に溢れた美しい景観を楽しみやすくもなります。 

・また、住宅地ごとのグループとしたことで、花づくりの活動から住宅地内のコミュニティ醸成にも
活動が展開されています。「すみれ会」も、花づくりにとどまらず、住宅地内に婦人会や福祉委員会
を立ち上げ、居住者の交流の輪を拡げる活動を展開しています。 

>>景観まちづくりを推進する組織は、その活動内容や目的に応じて自由に構成して支障ありま
せんが、段階的に開発された住宅地などにおいては、コミュニティや自治の観点、実際の活
動場所との関係などから、住宅地（開発主体や開発時期）ごとに組織するのもいいでしょう。 

 

・ひとりひとりが花壇の小さな区画を分担しながら、それがとぎれずに連続することによって、歩行
者専用道路に沿った花の景観が成り立っています。従って、どこかひとつの区画が荒れてしまった
りしては、沿道の景観全体が台無しになってしまいます。管理状態に問題がある時には、担当者に
改善を促したり、転居等でメンバーが抜ける時には、その区画を誰が引き継いで管理するかをきち
んと決めたりすることによって、花壇の連続性がとぎれないような推進上の工夫をしています。 

>>花壇や生け垣のような花やみどりの景観でも、建物の意匠などの景観でも、良好な景観は、
連続的なまとまりとして目に入ってくることにより、その印象や心地よさが大きく高まりま
す。個々の景観形成の努力が相乗効果を発揮するよう、景観の連続的なまとまりを意識する
ことが大切です。 

 

・ボランティアによる花壇づくりを支える上で欠かせないのが、そこを通る人たちの笑顔や励ましの
声です。「花の散歩道」を愛で歩く人たちがいて、感謝や励ましの言葉を受けることが、花壇づくり
に取り組む人たちに大きな推進力を与えています。花壇を荒らすような心ない人もいないわけでは
ありませんが、そのようなことに対する怒りや悲しみを乗り越えさせてくれるのも、やはり通りか
かる人たちの感謝や励ましの声なのです。 

・見方を変えれば、「花の散歩道」を歩き、花壇の世話をしている人たちに「花壇を楽しみにして回り
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道をしている」などの声をかけることも、「花の散歩道」の景観づくりに少なからず貢献しているこ
とになると言えるのです。 

>>実際に景観まちづくりに参画することだけでなく、さまざまな形で景観まちづくりの推進に
貢献することができます。例えば、美しい景観や心地よい環境を維持している活動に対して、
賛辞や感謝の気持ちを伝えることなども、景観まちづくりの推進に寄与できるのです。 

 
 
 
 
 

・「花の散歩道」の花壇の管理・運営は、「すみれ会」と「緑の協力会」の会員のボランティアによっ
て成立しています。年間を通して必要となる手入れの労力、土壌改良や花の種・苗等に要する費用
などは、会員の自己負担により賄われています。 

・ボランティアで活動を進めるのですから、楽しくなければ続きません。「花の散歩道」の花壇づくり
は、それぞれが担当する区画（花壇の一部分）について、自由な時間を使って、自由なアイディア
に基づいて花壇づくりを楽しむようにしています。デザインに凝った花壇、シンプルにまとめた花
壇、花の種類にこだわった花壇、思い出の風景の再現をコンセプトにした花壇など、バラエティに
富んでいます。その統一的・均一的でないことの魅力が、花壇に沿って歩く楽しみを増しています。 

>>景観まちづくり活動を展開するにあたって、活動資金やマンパワーの確保は重要なポイント
です。例えば、活動が何にも増して自分にとっての大きな楽しみであるというような場合に
は、自己負担（ボランティア）を中心に始めることも合理的です。その場合、楽しみながら
取り組むことが、活動を豊かにする上で重要だと言えるでしょう。 

>>ただし、活動が大きくなっていったり、公共性が高まっていったりした場合、全てを自己負
担で対応するのは、必ずしも適切ではなくなる場合もあることに留意が必要です。 

原則３《実現性》 計画の実現のための資金や手法、運営等に対する細やかな配慮 

  

   
ボランティアで育む「花の散歩道」の景観 
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・原則として、花壇づくりに要する費用は、各自の自己負担で行っていますが、資金面でのサポート
が得られるに越したことはありません。「すみれ会」や「緑の協力会」では、様々な機関が行ってい
る活動助成制度にできるだけ申し込むように心がけています。これまでに、みどり基金による公益
信託グリーンプログラム21、（財）花博記念協会による助成事業などの支援を受けています。 

・助成制度に関する情報を収集し、応募手続等を行うには、かなりの労力を必要としますが、ここで
は市の担当職員が助成に関する情報提供をしてくれており、それが非常に役立っています。 

>>ボランティア型の活動の場合、活動資金を確保する負担を軽減するためには、行政や各種機
関が実施している様々な助成制度を活用することも効果的です。 

>>行政は、住民等による景観まちづくり活動を資金面でサポートすることも期待されています。
業務委託や補助制度によって支援することも考えられますし、諸機関が実施している活動助
成制度の活用を促すことも支援のひとつと言えるでしょう。行政が、助成制度に関する情報
提供や申し込みに関するアドバイスなどを行うことも有効な支援策となります。 

 

・よい花壇づくりには、よい土づくりが欠かせません。市販の肥料や土壌改良材なども用いています
が、生ゴミを堆肥にしたり、集合住宅地内の樹木の落ち葉を腐葉土にしたり、資源の再利用なども
行っています。環境にもやさしく、土づくりのコストも下げられる、一石二鳥の工夫です。 

>>身の回りの資源や材料をうまく利用しながら景観まちづくりを進めることは、環境やコスト
面での効果も期待できますし、また、その土地に根ざした景観や活動スタイルを創出する端
緒となることなども期待できます。 

 

・花のまちづくりを表彰するようなコンクールへの応募
を通じて、活動の活性化を図っています。この地区の
活動の特徴は、大小様々な区画（花壇）をメンバーが
分担して受け持ち、そこで各自が自由に楽しんでいる
点です。従って、魅力的な花の景観づくりのためには、
各自のやる気を保つことが重要となってきます。コン
クールへの応募は、ひとつの目的設定になりますし、
会員にも適度なプレッシャーがかかるので、活動を活
性化する効果があります。また、もしコンクールに入
賞すれば、大きな達成感につながります。 

・同様に、テレビや雑誌等のメディアで紹介されたり、シンポジウム等で発表したりする機会も、会
の活動を活性化する上で役立っています。特に、活動の初期段階で地域のタウン誌などで紹介され
たことは、活動に勢いを与え、軌道に乗せる上で役立ちました。 

>>景観まちづくり活動の内容に応じた様々なコンクールがあります。それらに応募することで、
活動の目的を再認識したり、活動を活性化したりすることができますし、受賞すれば、活動
に対する大きな励みとなります。また、コンクールには、同様の趣旨で活動している他の団
体等も応募していますので、それらとの新たな交流を築くことも活動の活性化に役立ちます。 

 
「第14回全国花のまちづくりコンクール」で 
団体部門優秀賞を受賞（賞状とトロフィー） 
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・会の活動紹介や会員間の情報共有を図るため、2001年に「すみれ会」のホームページを開設してい
ます。また、2003年より、従来の事務局からのお知らせや案内などを「すみれ会通信」という形に
改め、いっそうの情報の交換と共有を図っています。「すみれ会通信」は、2008年3月現在、第11
号まで発行されています。 

・ホームページは、会の外部に対する情報提供や交流面でも非常に有効に機能しています。例えば、
高槻市の小学生が、総合的な学習の時間における学習の一環として「すみれ会」の活動を調べに来
たケースでも、「緑の多いまちにするために道路脇に花を植えている地区」を検索し、「すみれ会」
のホームページを知ったことがきっかけとなっています。 

>>景観まちづくり活動に対する関心を持ってもらったり、活動を円滑にしたりする上で、通信
やニュースの発行・配布、ホームページやブログの開設などによる情報発信は有効です。活
動に参加する仲間で情報を共有したり、意識を高めたりすることが、活動の継続や活性化に
つながります。 

>>通信やニュースなどの紙媒体による情報発信は、読みやすく、資料としてもストックしてお
きやすいというメリットがありますが、一方で、印刷・配布に一定のコストを要するため、
その資金の確保が課題となる場合があることに留意が必要です。また、広範な情報発信や交
流の促進という点では、ホームページやブログを開設する方が有利だと言えるでしょう。 

 
「すみれ会通信」第１号（2003年7月発行）  

「すみれ会」のホームページ 


