平成 28 年度実施 大網白里市住民協働事業 成果報告書
成果報告書
事 業 名 オープンガーデンによる温もりのあるまちづくり
実施団体

市（関係課）

事 業 主 体 オープンガーデン大網白里「花フ
都市整備課
レンド」
予算額

事 業 費

決算見込額

501,000 円

【 ①課題

市補助金額（交付決定額）

481,497 円

300,000 円

②目的・効果について 】

次の事項がわかるように、事業概要と
次の事項がわかるように、事業概要と成果を記入してください。
成果を記入してください。
〇どのような地域課題（行政課題）、住民ニーズに対して、
〇いつ

〇どこで

〇誰を対象に

〇どのような効果が得られたか。

〇どんなことを

〇どのような方法で実施し、

〇住民の満足度は得られたか。

公開するオーナーに対しては、今公開している庭にリピーターが付くようにお互いスキ
ルアップを図り、新たなオーナーにはハードルが高くならないように、庭の一部でも公開
出来る様な仕組み作りで、会員件数を増やせるような啓蒙活動。オーナーが高齢になり庭
仕事ができなっくなっても、会員が減らないようにするためにはどうしたら良いのか。ま
た、公開時に庭の案内が出来るボランティアを育成、格安バスツアーが運行できなくても
楽しめ、街が活性化するようにするためにはどうすべきかなど、大網白里らしいオープン
ガーデンの公開の仕方を検討する事が課題です。
●オープンガーデンの開催 4 月～5 月 25 日
●オープンガーデンバスツアーの実施 一斉公開日 5 月１４・１５日に実施
・公開のチラシを地区回覧、県内の市民活動センターへ送付
・チケットは販売初日にほぼ即日完売状態
・公開中の鑑賞客は延べ５０００人
●会員の発掘、啓蒙活動 市広報にてオーナー募集の呼びかけを実施
・何件か尋ねたが新規会員までは至らなかった。
・これまで庭の公開のみで参加していたオーナーが、定例会に参加、スタッフとして
も活動してくれるようになった。
・公開している庭の周辺の方々も熱心に庭づくりをしており、公開はしないが綺麗な
街並み作りには貢献してくれていると思う。
・玄関前、コンテナガーデンなど、一部分だけでも公開出来るオーナーを募集した。
●ガイドボランティアの登録・育成
・市広報にてオーナー募集の呼びかけを実施３名ほど連絡あり、10 月のコース下見に
同行、29 年度公開時にボランティアをしてくれることになる。

●高齢者会員等のための庭仕事を手伝える人材の登録・育成
・市広報にてオーナー募集を呼びかけたが、問い合わせはなかった。
●先進地の視察 横浜市港北区へ 港北区オープンガーデンの皆様と交流しながら、ガー
デンを訪問させてもらい、オープンガーデンの方法も学ぶ。
●会員に向けて流木を使った寄せ植え、ウェルカムボード等の木工教室開催
●来年度の公開に向けて、ガーデン巡りコースの検証、見直しなど行う。
・新たに 1 日コースを設ける、マリンバスを利用してのコース作りが出来るか、みんな
で検討。協力企業のバスをチャーターし、ガイドボランティアにも参加してもらい、
コースを巡ってみた。
・マリンバスの駐車できるところを探すのに苦労する。コースの時間わり作りを行う。

【 ③企画力 】
団体と市の役割
団体と市の役割分担
と市の役割分担について、実際に担った役割を記入してください。
分担について、実際に担った役割を記入してください。
団体の役割

市（関係課）の役割

① オープンガーデン一斉公開関係
・定例会の開催
・オープンガーデン、バスツアーの企画・
・チラシ区長回覧依頼
開催
・公共施設へのチラシ、ポスターの設置
・視察研修企画・開催
② オープンガーデンバスツアー
・会員の発掘、啓蒙活動
・シャトルバス乗降場所及び来場者駐車場
・商工会との連携
の確保（市役所砂利駐車場）
・ガイドボランティア、庭仕事を手伝える ③ 先進地視察関係
人材の登録・育成
視察先 「港北オープンガーデン」
場 所 神奈川県横浜市港北区
・視察先自治体への視察依頼
・視察先自治体担当者との調整
・視察の同行
・市バスの使用申請、運転手との運行調
整

また、その役割分担は適正であったかについて、自己評価（
）をしてください。自己評
また、その役割分担は適正であったかについて、自己評価（）をしてください。
）をしてください。自己評
価の理由もあれば記入してください。
団

体

市（関係課）

□

適正であった

□

適正であった

☑
□

概ね適正であった
あまり適正でなかった

☑
□

概ね適正であった
あまり適正でなかった

（理由）
（理由）
商工会との連携が取れませんでした。庭
各種イベントの開催にあたり、団体と市
仕事のボランティアの人材が確保出来ませ の役割を双方の協議のもと、適正に実施で
んでした。
きたと考える。

事業スケジュールについて、当初の計画と実際に実施した内容（実績）を詳細に記入し
てください。
当初の計画

実

績

4月
28 年度公開の庭のバスルート、時間など見
オープンガーデンのチラシ作成・配布・開 直し調査
催
オープンガーデンのチラシ作成・配布
ガイドボランティア募集のチラシ作成・配
布
5月
オープンガーデン開催
バスツアー実施
6月
オープンガーデン視察（西東京または横浜
港北区）
オープンガーデン･オーナー発掘 随時
7月
公開時の反省会、スキルアップ
9 月以降
ガイドボランティアの研修
オープンガーデンめぐりのコース検討
オープンガーデンのチラシ作成のための
掲載オーナー募集・特典などの相談
オーナーに対しての２９年度公開の説明会
オーナーの高齢化に向けて、庭づくりのボ
ランティア募集

地区回覧、公共施設に設置
県内の市民活動センターに送付
４月公開 ３件 ５月の公開 20 件
一斉公開日 5 月１４・１５日
バスツアー実施 参加者 約 160 名
オープンガーデン視察（横浜市港北区）
5 月 25 日実施 参加者 27 名
オープンガーデン･オーナー発掘 随時
チラシを作成、メンバーから声がけなど
実施
定例会において公開の様子の報告
先進地視察についての感想、取り入れた
い事など話し合う
ガイドボランティア募集
市広報紙に 8 月より毎月掲載
29 年度に向けて、オープンガーデンめぐり
のコース検討 １０月の定例会時にガイド
ボランティアにも参加してもらう
1 日コース、マリンバスのコースのために
ハーブガーデンのバスを貸し切り、
意見交換しながら行う
ガーデン巡りバスのコース調査

産業文化祭文化の部に参加
公開時の写真を展示
流木利用の多肉植物の寄せ植えを展示
11 月木工講習
寄せ植え用の流木の加工
ウエルカムボード・ネームホルダー等
12 月 29 年度のチラシ作りに向けて
正確なコースの確認調査
29 年度公開の説明 ２月の定例会時に実
施・産業文化祭文化の部に参加
公開時の写真を展示
流木利用の多肉植物の寄せ植えを展示
・11 月木工講習
寄せ植え用の流木の加工
ウエルカムボード・ネームホルダー等
・12 月 29 年度のチラシ作りに向けて
正確なコースの確認調査
・29 年度公開の説明 ２月の定例会時に実
施
また、当初
また、当初の計画と実績をみて、
当初の計画と実績をみて、事業
の計画と実績をみて、事業スケジュール
事業スケジュールの
スケジュールの組み立ては妥当であったかについ
組み立ては妥当であったかについ
て、自己評価（
）をしてください。自己評価
自己評価の理由もあれば記入してください。
て、自己評価
（）をしてください。
）をしてください。
自己評価
の理由もあれば記入してください。
団

体

□ 適正であった
☑ 概ね適正であった
□ あまり適正でなかった
（理由）
29 年度バス巡りを実施するかどうかの検討が多く、庭づくりのボランティアの募集は
積極的に活動出来なかったが、他は日程は前後したが、おおむね予定通り活動出来たと思
う。

【 ④継続性 】
住民協働事業により
住民協働事業により「
協働事業により「人・もの・
人・もの・情報・スキル」等
情報・スキル」等、団体の活動
団体の活動基盤
活動基盤が
基盤が強化した
強化した点
した点や活
性化し
性化した点について記入してください。
について記入してください。
例：〇
〇を購入したことにより〇
〇のスキル
スキルが
上がり、効率的に活動できた。
、効率的に活動できた。〇
（例：
〇〇を購入したことにより
〇〇の
スキル
が上がり
、効率的に活動できた。
〇〇活動
により団体
により団体の認知度が
参加者が増えるとともに会員
団体の認知度が高まり
の認知度が高まり、
高まり、参加者が増え
が増えるとともに会員も増えた。
るとともに会員も増えた。）
これまでは、動けるスタッフに任せていたオーナーも、1 日バスに乗りコース作りに参
加したことで、積極的に活動に参加するようになってきた。又、先進地の公開時の工夫を

見てきたことで、この会で足りなかったことなどを学ぶことができて良かった。そして、
何よりも、オープンガーデンを行った事で、公開している庭の周辺の方も自宅周辺を綺麗
にするなど、公開にまでは踏み切れないが、緑化活動には確実につながった。また、ガイ
ドブックの広告を見て、商業関係の方から、次に発行するときにはぜひ載せて欲しいとの
声も出てきた。

また、その結果
）をしてください。自己評価
また、その結果について、自己評価
結果について、自己評価（
について、自己評価（）をしてください。
）をしてください。自己評価の理由もあれば記入
自己評価の理由もあれば記入
してください。
団
□

強化、活性化した

☑
□

概ね強化、活性化した
あまり強化、活性化しなかった

体

（理由）
オープンガーデン効果、人との繋がりなど、テーマにもしている「温もりのあるまちづ
くり」は確実に広がっている。

【 ⑤必要性 】
団体と市が協働することで、行政サービスの充実・効率化等に
団体と市が協働することで、行政サービスの充実・効率化等につながったか、
と市が協働することで、行政サービスの充実・効率化等につながったか、協働によ
つながったか、協働によ
る効果について
について記入してください。
記入してください。また、
また、協働事業
協働事業として
として実施し、
実施し、良かった
良かった点や問題点等
る効果
について
記入してください。
また、
協働事業
として
実施し、
良かった
点や問題点等
について記入してください。
団

体

先進地の視察の時には、視察先の行政との連絡・調整などの対応をしてくれ、とても良
かった。
３年間で得た協働体制を生かし、地域住民とともに盛り上げ、市のイベントとして発展
させていけたらいいと思う。今後は街並みの景観をよりよくするための「店先ガーデン」
「フロントガーデン」「ストリートガーデン」の推奨等の取り組んでいきたいし、市外か
ら大勢の見学者が訪れるので、本市内の飲食店に立ち寄ったり、農産物・海産物の販売が
できたり、市の活性化につながるようにしてみたらどうか。そういう意味でも、担当課と
他の課の連携が取りやすくなるような、連絡調整をしていただけるとありがたい。
市（関係課）
オープンガーデンにより、個人の庭造りの輪を広げ、住民が自主的に良好な景観づくり
に取組むための普及・啓発へ繋がる活動と考える。
また、ガーデン巡りバスツアーにより市外から市へ訪れたり、先進地視察により他のオ
ープンガーデンに取組んでいる自治体や団体との連携が図れるとともに、大網白里市の
PR に繋がっていると考える。

また、その協働
）をしてください。自己評価
また、その協働による効果について、自己評価
協働による効果について、自己評価（
による効果について、自己評価（）をしてください。
）をしてください。自己評価の理由も
自己評価の理由も
あれば記入してください。
団
□

体

効果があった

☑ 概ね効果があった
□ あまり効果はなかった。

市（関係課）
□

効果があった

☑
□

概ね効果があった
あまり効果はなかった。

（理由）
（理由）
先進地との対応、砂利の駐車場利用など、 ３年間の協働事業で、オープンガーデン
施設利用などの対応。

の認知度が高まってきたことや、先進地視
察によるオープンガーデンの活動のスキル
が向上したと考える。
今後は、オープンガーデンで公開する庭
を増して、市の広域でオープンガーデンが
鑑賞できるようになると、更なる地域の活
性化や市の PR へと繋がると考える。

