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地域住民主体の緑化活動が継続的に成り立つ仕組みに関する研究
－兵庫県神戸市が実施する市民花壇を事例として－
The study on continuous condition of greening activities
: Case of citizen’s flower bed in Kobe, Hyogo
大江 万梨*・太田 尚孝**
Mari Oe *･Naotaka Ota**
In recent years, greening activities of local residents are active. For example, a system for citizen’s flower bed was
established with the aim of making a contribution to beautify the local environment and to create communities in
Kobe in 1962. There are 735 groups which use the system now and consist of local residents. This study analyzed the
situation for continuous greening activities by hearing survey and questionnaire to activity people. As a result, the
following three points were revealed. First, they find doing rewarding to interaction with passer. Second they needs to
solving their problem of activities shortage and aging. Third, they find how to do stress free work against damaged
flower beds. This study suggest that these are important for ongoing activities.
Keywords:
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1. はじめに

1-2. 既往研究のレビュー

1-1. 研究の背景

市民花壇に関する既往研究には市民花壇とまちづくり活動と

兵庫県神戸市では市民参加による緑花(1)事業の 1 つとして

の関連性を明らかにした堤ら 1)や、インターネットを利用した情

1962 年に「市民花壇制度」が制定された。この市民花壇制度と

報発信の必要性を報告した松岡 2)が挙げられる。しかし、今後の

は、後述のように、地域の環境美化とコミュニティづくりを目的

市民花壇活動のあり方を検討するために必要な活動団体の実態

として制定され、3 人以上の市民グループが公園、街路、空き地

把握は不十分であり、
特に制度制定から現在までの活動内容の時

などの一定面積に設置、育成、管理を行う活動に対して公共が管

間的変化を取り上げた研究は見られない。

理費用の一部助成や花苗の配布等の支援を行う仕組みである。

1-3. 研究の目的
そこで、本研究では住民主体の緑化活動をめぐる時間的変化
を捉え、現状の課題を分析することで改善案を提示し、今後の活
動の継続に向けた仕組みを提案することを目的とする。
1-4. 研究の構成・手法
第 2 章では、市民花壇制度と活動の基本的特徴を把握する。ま
ず、
市民花壇制度の仕組みと課題を把握するために神戸市へヒア
リング調査を行った。また、市民花壇制度と類似する大阪府箕面
市の市民自主管理活動支援制度を挙げ、
箕面市へのヒアリング調
査から比較的視点で市民花壇の制度上の特徴を明らかにする。
次
に、
市民花壇の特徴を客観的に把握するために神戸市から入手し

【写真-1】市民花壇の様子
出典：筆者撮影（2019 年 3 月～6 月）

た市民花壇の設置場所や活動団体名等に関するデータを用いて、
活動環境の特徴や活動の時間的変化を明らかにする。

市民花壇の活動団体数は、2000 年には 470 団体、2010 年には

第 3 章では、
第 2 章で得た結果から市民花壇活動が継続的に成

730 団体に増加し、2018 年 11 月時点では 735 団体が神戸市全体

り立つ要素を構想する。この際に、各年代の典型的な活動団体や

で活動している。つまり、量的増加は近年鈍化しており、今後は

市民花壇制度にとって特徴的と思われる活動団体を対象にヒア

活動団体数を増やすことだけではなく、
より活動の質を向上させ

リング調査を実施した。

ることに注力する時期を迎えていると考えられる。同時に、市民

第4章では第3章で検討した要素が活動の継続に関係している

花壇制度の制度内容自体、制定当初から変更されていないが、今

のかを明らかにする。
市民花壇活動の団体代表者 691 名にアンケ

後予測されるさらなる人口減少や少子高齢化、
市民や地域ニーズ

ート調査を実施し、設定した仮説を検証した。

の多様化などを鑑みると、
現状の活動実態をふまえた新たな仕組
みづくりを構想することが必要な段階とも考えられる。

これらを踏まえ、
第 5 章では市民花壇活動が継続的に成り立つ
仕組みについて提案する。
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2. 神戸市の市民花壇制度・活動の現状

類に分類した。
その結果、
私的な団体が 30.1％、
自治会が 18.6％、

2-1. 市民花壇制度の仕組み、課題、特徴

公園管理会が 18.2％を占めていた。市民花壇活動は自治会等の地

神戸市建設局公園部管理課利活用係へのヒアリング調査（2018

域組織だけでなく、私的な団体も主体となっており、幅広い種類

年 9 月 10 日）や関係資料に基づくと、市民花壇制度の仕組みは

の団体が活動していることが把握できた。

図-1 のように示される。
区役所まちづくり
（支援）課

時間的変化については、現在活動中の団体の登録年を基に
1960 年代から 20 年毎に分け、活動場所と活動主体を図-3 に示し
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市民花壇設置に関する手続き/助成金の交付

た。
活動場所は、
年々神戸市全体に広がりつつあることが分かる。

➊サービス
の依頼

その理由には、市民花壇と人口密集との関係性を考慮すると、神

公益財団法人神戸市公園緑化協会

花と緑のまち推進センター

❷サービス
の提供

戸市全体の市街化が進み、
人口が増加していったことが考えられ

• 年3回の花苗の配布
• 専門家の派遣
• アドバイザー制度

る。また、活動主体は、年々公園管理会や自治会が占める割合が
減少し、私的な団体が占める割合が増加していることが、多様化

ソフト面の支援
花苗の配布/栽培技術の提供
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【図-1】市民花壇制度の基本的仕組み

の要因になっているのではないかと思われる。
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制度運用の流れは大きく 2 つに分けられ、
区役所と神戸市建設
局が花壇設置に関する手続きや助成金の交付、
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を受けることが出来る。
なお、
神戸市へのヒアリング調査からは、

1.0 - 1.8

市民花壇制度や活動の課題について、1）現在実施している活動

1.9 - 4.9 (n=162)
1980～1990年代

1960～1970年代 (n=33)

者へのサービスをさらに充実させることは難しいこと、2）活動

±

者の高齢化や後継者不足により花壇数は年々増加しているもの

±

8.7 - 14.0

#

#

の廃止する花壇も出てきていること、が明らかになった。

##

##
###
##

市民花壇制度と類似した市民自主管理活動支援制度を実施し

#

#
#

凡例
0 1.753.5

1960～1970年代(n=33)

#

#

自治会, 私的な団体, その他,

39.4

0%

ング調査（2019 年 11 月 14 日）からは、箕面市では、公園で定

20%

1980年代

7 Kilometers

1970年代

公園管理会,

ている大阪府箕面市みどりまちづくり部公園緑地室へのヒアリ

#

#

1960年代

21.2

40%

18.2

60%

1990年代

公園管理会,

21.2

80%

#

#
#

#

100% 0%

#
#

#
#
#
#
#

#
#
#

24.1

20%

#

#

#
#
##
#

#

凡例

2010年代

#

22.8

60%

15.2

100% 0%

0 1.753.5

私的な団体,

33.3

18.5

20%

#

##
#

7 Kilometers

2000～2010年代(n=540)

公園管理会, 自治会,

34.6

80%

#
#
#
# ### # ###
# # ### ### ##
## #
##
# ## ### #
###
### # # ####
##
#
##
##
##### ###
#
#
##
### ## ## #
# ###
# # ## #######
#
# #
##### #
#
#
##
#
# ##### #
###
# # ##
##
# ## ## # ###
#
#####
#
#
# # # # # ## ## #
#
#
#
## #
# # ## # # ##
#
##
##
# # ##
##
#
#
#
# #

#

2000年代

7 Kilometers

その他,

##
##

##

#

1980～1990年代(n=162)

自治会, 私的な団体,

40%

#

#

#
#
# ## #
# #
# #
# ## # #
# ######
#
### ##
#
#
#

#
#
# ##
#
##### ####
# ####
###
## #
# ### #
#
# ### ## #
#
#
#
# # # ##
# #
#### # #
## #
# ###
#
#
#
##
0 1.753.5

18.5

(n=540)

±

#
#

#

#

凡例

2000～2010年

5.0 - 8.6

40%

期的に清掃や花壇管理を行う 1 人以上の団体に交付金の交付や
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活動に必要な機械の貸し出し等を行っていることが明らかにな
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った。そこから、市民花壇制度の特徴として 1）花苗の配布によ
り全ての花壇の完成度を同程度に保っていること、2）活動団体

3. 市民花壇の団体代表者へのヒアリング調査

の最低人数や最低花壇面積等の規定は活動団体に安定した活動

3-1. ヒアリング調査の調査概要

を求めていると言えること、が指摘できる。

データ分析により、市民花壇は多様な主体が活動していること

2-2. データ分析による市民花壇活動の特徴

や、
設置場所や活動主体に時間的変化が見られることが明らかに

設置場所、活動主体、それぞれの時間的変化について神戸市か

なった。
さらに具体的な活動実態や時間的変化を把握するために

ら入手した現在活動中の団体(735 団体)に関するデータ（2018

表-1 に示す形で活動者へヒアリング調査を実施した。

年 11 月 22 日時点）を用いて分析した。

【表-1】市民花壇の活動団体代表者へのヒアリング調査の概要

設置場所の特徴については、2010 年代の DID（人口集中地区）

目的

との関係性を見ると、91.0％の花壇が DID 内に設置されている
時期

ことが把握できた（図-2）
。次いで、花壇の集積地を特定し、そ

・活動実態や時間的な変化の把握
・活動が継続的に成り立つ要素の検討
・2019 年3 月～6 月
・活動開始年代毎に1 団体ずつ6 団体の代表者6 名

の花壇の周辺環境を google map を用いて把握することで花壇の

（選定条件：全団体を年代毎に分けた上で、各年代で「最も設置個所数が多

立地パターンを調査したところ、住宅に近接している、道路沿い

対象

や公園に設置されている傾向が分かった。

い区」×「最も多く登録された種類の団体」
）
・制度開始初年度から活動をしている団体の代表者1 名
・阪神淡路大震災後の1996 年に活動を始めた団体の代表者1 名

活動主体の種類については、団体名から自治会、公園管理会、
まちづくり協議会、教育関係、婦人会・老人会、花壇管理会、福

仮説

祉施設、NPO 法人、企業、ラジオ体操会、私的な団体(2)の 11 種
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4-2. アンケート調査の調査結果(3)(4)

3-2. ヒアリング調査の調査結果
活動者の平均年齢は、70～80 歳代と高齢者が多数であった。

【回答団体のプロフィール】

活動開始の背景には「初代の意向なのでわからない。より良い地

回答団体の代表性として、
団体の登録年と種類を現在活動中の

域の実現のため。
」
、活動への思い・やりがいには「綺麗に花が咲

全団体と比較すると両者とも同程度の割合であった。例えば、団

いている花壇を目指している。地域の人が見てくれている。
」を

体の登録年では「1960～1970 年代」に登録された団体は 4.5％に

挙げている団体が多かった。活動者以外の人との交流には、活動

対し、アンケート調査では 6.3％であった。
「1980～1990 年代」

時だけでなく活動時間外にも見知らぬ人が世話をしてくれる場

は登録割合の 22.0％に対して 24.3％、
「2000～2010 年代」は登録

合もある一方で、
市民花壇内の花が折られる等の被害もあること

割合の 73.5％に対して 69.2％であった。つまり、アンケート調査

が分かった。現状の活動の課題は「後継者がいない。高齢のため

の回答団体には著しい偏りがあったとはいえないと判断した。

体力的に作業が大変である。
」ことが挙げられた。

【調査仮説 A：活動者以外の人との交流と活動の継続性】

仮説の検証としては、
団体の種類により活動開始の背景や思い

活動者以外の人との交流について、
「活動中に話し掛けてきた

に明確な違いは見られなかった。また、時間的変化については、

り、関心を向けてきたりする人数（SA,n=384）
」を聞いたところ、

年代毎に異なる時代的背景に影響を受けている可能性はあると

「0 人」が 4.4％、
「1～5 人」が 60.9％、
「6～10 人」が 22.9％、
「そ

いえ、
例えばガーデニングブームに影響を受けて活動を始めた団

れ以上」が 11.7％と 90％以上の団体に活動者以外の人との交流

体もあった。

が見られた。また、
「活動の継続に関する思い（SA,n=392）
」と

3-3. ヒアリング調査のまとめ

その理由（自由記述の回答をキーワード毎にまとめた）を聞いた

ヒアリング調査結果より、
想定される市民花壇が継続的に成り

ところ、
「継続していくと思う」団体 71.2％は主な理由として「地

立つ要素として「制度・人・地域との関係」が考えられた（図-4）

域の美化のため。綺麗と喜んでもらっているため。
」を挙げた。

活動が継続的に
成り立つ部分

• 後継者の育成環境を整える。
→不安(花壇の将来について)のな
い活動の実現。
• 花壇への被害を受け入れ、公共の
場での活動意識を持つ必要性。
→活動者のストレス軽減。

したがって、
活動者は地域のために活動しており活動者以外の人

• 現状に適した制度にする。
（面積が広すぎる、人数制限等の課題）
→活動しやすい制度の実現。

制度

人

地域と
の関係

からの反応があることが重要であると言える。
以上より活動者以
外の人との交流が活動者のやりがいとなっていると考える。

• 活動中に生まれる活動者以外の人
との交流を大切にする。
→活動者のやりがいに繋がる。
• 他団体との連携を意識する。
→活動人数が増える、後継者候補
が増える等の効果が考えられる。

また、
花壇の場所により活動者以外の人との交流の度合いに差
があるかクロス集計を行ったところ、カイ 2 乗検定より p=0.68
（p＞0.05）と 2 項目間に差は見られないことが分かった。一方

【図-4】市民花壇が継続的に成り立つ要素と実現のための提案

で、花壇設置年代と設置場所のクロス集計を行ったところ、カイ

すなわち、
「制度」では、高齢化している活動者に合わせた制

2 乗検定により p=0.00（p≦0.05）と 2 項目間には差が見られ、年

度内容にすることが重要であり、例えば、作業負担を軽くするた

代により設置場所が変化していることがわかった。具体的には、

めに花壇面積を小さくすることが考えられた。
「人」では、後継

制度開始当初は主に公園、
近年は住宅敷地内や建物の玄関部等の

者不足に加えて花壇への被害対応も鍵であり、
活動者が被害につ

私的と思われる場所へと変化している。よって、今後の変化に対

いて予め了承した上で活動する必要があると思われた。
また、
「地

応できる条件を検討する必要があると考えた。
第 3 章で実施した

域との関係」では、活動者以外の人との交流が活動者のやりがい

ヒアリング調査では交流がない理由について
「公園利用者と活動

になっていることは活動継続の重要事項であり、
さらに他団体と

者の滞在時間が合わないため。
花壇が特定の人でないと通らない

の連携により活動人数が増加すれば後継者候補の増加や作業負

場所にあるため。
」が挙げられた。ここから、活動者以外の人と

担の軽減にも繋がると考えた。なお、活動が継続的に成り立つ部

の交流は「活動時間を工夫する、花壇設置場所の選定時には不特

分は活動場所
（人の往来の有無等）
により変容すると想定される。

定多数の人が通ることを条件にする」
と生まれるのではないかと
考える。なお、
「花壇設置場所（SA,n=387）
」は「公園内」37.7％、

4. 市民花壇の団体代表者へのアンケート調査

「道路沿い」35.7％、
「信号のある交差点」4.7％であった。

4-1. アンケート調査の調査概要

【調査仮説 B：団体の種類と連携先】

ヒアリング調査で検討した活動が継続的に成り立つ要素を踏

「団体の種類（SA,n=372）
」への回答は、
「自治会」が 25.3％、

まえ、本章では市民花壇の現状の把握、及び活動の継続と関係の

「公園管理会」が 18.5％、
「その他（有志の団体、マンション・

ある要素を分析し、
その改善案を見出すことを目的に活動団体代

住宅の管理組合、商店街組合等）
」が 15.6％であった。次に「ど

表者へのアンケート調査を表—2 のように実施した。

の人・団体であれば活動の連携ができるのか（MA,n=396）
」を聞

【表-2】市民花壇の活動団体代表者へのアンケート調査の概要

くと、
「近隣の人」37.9％、
「自治会」28.3％、
「家族友人」22.0％

目的

・活動の現状把握、活動の継続と関係性のある要素の分析

であった。自治会や公園管理会などの組織よりも、
「近隣の人」

時期

・2019 年10 月21 日～11 月15 日（11 月21 日までの返信を有効とした）

が多いことは、
活動者に活動者以外の人への意識があると言える。

対象

・市民花壇団体代表者691 名（全団体のうち花苗の配布を希望している団体）

方法
仮説

・花と緑のまち推進センターが花苗の配布を希望している団体に郵送する資
料に併せて配布し、記入後郵送にて返送してもらった（回収率：57.3％）

さらに、どの種類の団体が「近隣の人」と連携すると回答した
のか分析するために団体の種類と「近隣の人」との連携について

・活動者以外の人との交流は活動継続に繋がっている

クロス集計を行った（表-3）ところ、カイ 2 乗検定より p=0.16

・他団体と連携する場合、団体の種類により連携先が異なる

（p＞0.05）と 2 項目間には差が見られないことが分かった。他
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団体と連携する場合は団体の種類に関係なく、
「近隣の人と連携

のためには、団体の種類に関係なく「近隣の人」に向けたアプロ

する」と推測される。

ーチを行うことを提案する。3 番目の条件は花壇が受ける被害に

【表-3】団体の種類と近隣の人との連携のクロス集計
近隣の人と連携
する

しない

ｎ

上手く対応することである。
活動者が公共の場での活動であるこ
とを自覚し、
その環境と共存することを意識する必要があると考
える。

自治会

45.7%

54.3%

94

公園管理会

44.9%

55.1%

69

まちづくり協議会

37.5%

62.5%

24

婦人会・老年会

38.1%

61.9%

21

花壇管理会

37.5%

62.5%

40

個人・有志の団体

32.4%

67.6%

34

その他

26.7%

73.3%

90

合計

37.9%

62.1% 372

行政が
中心に行う

活動継続

活動者や活動者以外の人が
中心に行う

３

凡例
対策の要素
人
地域との関係
制度

花壇へ受ける被害に上手く対応すること
・公共の場としての花壇であることを意識し
その環境と共存する

２

後継者・人手を確保すること
・「近隣の人との連携」を意識する

１

活動者以外の人との交流があること
・活動時間を工夫する
・「不特定多数の人が通る場所」に設置する

(カイ2乗検定：χ²=9.18,df=6,p=0.16)
０

4-3. アンケート調査のまとめ

行政からの支援があること
・助成金を交付する
・花苗を配布する等

活動の継続には活動者以外の人との交流が関係していること
が分かった。また、後継者や人手不足の解消が狙えると思われる

【図-5】市民花壇が継続的に成り立つための条件と継続への段階

他団体との連携については、
「近隣の人」との連携を考える団体

5-2. 今後の研究課題

が多く、それは団体の種類に因らないと推測できる。

今後の研究課題としては 2 点ある。第一に、数多くの全国的な
市民主体の緑化活動の中での市民花壇の位置づけが十分に明ら

5. 研究のまとめ・今後の研究課題

かになっていないことである。第二に、市民花壇の活動を巡る時

5-1. 想定される市民花壇活動が成り立つ仕組み

間的変化には
「活動開始年代毎に団体を比較することで見える変

本研究は、
兵庫県神戸市が実施する市民花壇を事例に地域住民
主体の緑化活動が成り立つ仕組みに関する調査を行った。
市民花

化」
、
「同一団体において活動を継続していく中で生じる変化」が
あり、本研究では後者が明らかになっていないことである。

壇活動の継続には、行政からの支援は勿論、活動者自身がいかに
活動への意欲を常に持ち続けられるかが重要であると考える。

謝辞

現状では行政からの支援として主に花苗の配布と助成金の交

本研究を執筆するにあたり、
ご協力いただいた神戸市建設局公

付が行われている。
花値の配布については全花壇の出来栄えを等

園管理課利活用係ほか皆様に対して、御礼申し上げます。また、

しくしており、市民花壇の質を一定に保っていると言える。助成

神戸市の緑の普及・啓発に寄与する調査・研究支援より、支援し

金の交付については活動者から活動費の出費を抑えており、
経済

ていただきましたことにも感謝申し上げます。

面において重要な支援であると考える。また、アンケート調査に
より、制度目標の達成(SA,n=395)について「現在の活動で達成
できると思う」79.2％、規定されている花壇面積(SA,n=394)に
ついて「ちょうど良い」70.1％、と制度は現行の活動に適してい
ると考えられ、今後も継続していく必要があると考える。
活動者は、
「地域のため、美化のため」等の目的や「綺麗と喜
んでもらっている」等のやりがいを持って活動している。その意
欲は活動者以外の人から関心が向けられていると感じることで
保たれていると考えられる。また、花壇が受ける被害に寛容に対
応している例も見られた。
以上より、
想定される市民花壇が継続的に成り立つための条件

補注
(1) 神戸市では「緑化」を「緑花」と表記している。
(2) 私的な団体とは、
「～クラブ」
「～同好会」等の私的な集まり
と思われる団体を指す。
(3) 本研究では択一回答を SA、複数回答を MA と表記した。
(4) クロス集計では、
カイ 2 乗検定により母集団における両者の
関係に 0 でない相関がある（p≦0.05）かどうかを判定した。
検定の際には『林拓也(2012),社会統計学入門,財団法人放送大
学教育振興会』等を参考に「期待度数が 1 未満のセルがなく、
期待度数が 5 未満のセルが全体の 20％を超えていないこと」
を基準に、基準が満たされない場合には項目を結合し度数を
調整した上で検定を行った。

と継続に向かう段階を図-5 に示した。大きく分けて行政が中心
に行う部分と活動者が中心に行う部分に分かれる。
前者には活動
者への助成金の交付や花苗の配布が挙げられ、
これらは今後も行
われるという前提で考えた。後者には 3 つ考えられる。1 番目の
条件では、
活動者のやりがいである活動者以外の人との交流が生
まれるように、
既存団体が今後も活動を継続させていく場合には
「活動時間を工夫する等、活動者以外の人との交流を大切にす
る」
、新規団体が活動を開始する場合には「不特定多数の人が通
ることを条件に場所を選定する」ことが重要であると考える。2
番目の条件には後継者や人手が確保されていることを挙げる。
そ
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