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This study analyzed the spatial design of community gardens by focusing on the characteristics of place, location, and 
people. The research sites were nine locations that were visited over a period of 6 days in December 2021. The 
research methods were mainly field surveys and interviews. Regarding the characteristics of the location, it was found 
that any location can be a community garden if it has more advantages than disadvantages. As for the characteristics 
of the location, it became clear that the history and climate of the area and the living environment were the 
determining factors in the design of the space. As for the characteristics of people, the initial members of the team 
constructed the overall layout and concept. And as for the rest, it was clarified that there were many cases of gradual 
changes in response to changes in the organization and participants. 
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1. はじめに

1-1. 研究の背景 

アメリカにおけるコミュニティガーデン（以下、CG）は、1970

年代のCG運動に遡り、都市の荒廃に対する住民のまち再生への

行動の一環と定義され、広く認知されている1)。一方で、我が国

におけるCGの定義は、平田ら2)が明確な定義は存在していない

と記した2003年から約20年経過した現在においても未だ存在し

ない。しかしながら、国土交通省が令和3年3月に発行した「空

き地等の新たな取り組み3)」でCGの重要性が示唆されているよ

うに、我が国おけるCGの定義の欠落は、注目されていないから

ではない。「それぞれの人がそれぞれの想いで取り組み、できあ

がったものをCGと称している2)」実状が、今まで継続されてき

たと推察される。その結果として、海外と比べ非常に多様な特徴

を持つ、日本版CG が形成されていると言えはしないだろうか。

本研究では、多様な特徴を持つCGを包括できる広義の定義とし

て、「町中の空地を複数の市民が主体となって、畑と地域に求め

られる用途に変容している場所」を適用する(1)。 

上記の「多様な特徴」の中にも共通の規範のようなものが潜

在しており、空間デザインとして顕在化しているのではないか、

との仮説を抱き研究に着手した。 

1-2. 本研究の位置づけと研究の目的 

我が国におけるCG研究は、先進事例として注目される一事例

を対象とした運営方法や活用方法に関する研究4)5)6)、コミュニテ

ィガーデンを普及させるための仕組みや制度に関する研究 7)8)を

主軸として、2005年頃から現在まで継続して蓄積されている。 

本研究は、既往研究 7)8)と同様にコミュニティガーデンの普

及を目指すものであるが、複数の視点からCGの空間デザインの

特徴を明らかにすることを目的としている点で異なる。利用者が

CG を開設する際の空間デザインを検討する際の一助になると

考える。また一事例ではなく、9箇所の事例を用いて比較分析を

試みている点も既往研究と一線を画す。 

1-3. 研究対象地の概要 

本研究では、2021年12月12日から17日までの6日間の現地

調査で訪問した9箇所のCGを対象とする（表1参照）。本研究

におけるCGの定義に沿っており、規模、運営主体、開設年が出

来るだけ異なるように事例で、複数のメディアに取り上げられて

いる事例を成功事例として選出した。 

1-4. 研究方法 

本研究では、対象地の「場所の特性」「立地の特性」「人の特性」

が空間デザインとして顕在化しているのではないかと仮説を立

て(2)、9箇所の事例に現地調査に赴き、現地調査と運営者や利用

者へのヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査ができなかっ

た「Hello Garden」と「せせらぎ農園」、ヒアリングは出来たもの

の既往研究から補足が必要になった「自由広場」「今宿 CG」に

関しては、適宜、既往研究から該当箇所を引用した。 

表1. 調査対象地の概要 
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2. 場所の特性 

  各ガーデンの平面図に加えて、平面図で表現できない、隣接

する建物や地形を考慮した場所の特性をアイコンにして、各平面

図の右上に併記した（図1参照）。 

９つのCG全てに共通して、利用者や地域住民との交流スペー

スを設けている。無人販売スペース周辺のみ（氷川台第４農園）

や倉庫の周辺のみ（せせらぎ農園）のような敷地面積の約 5%程

度のCGから、広大な芝生スペース（自由の広場）やイベントス

ペース（Hello Garden）を敷地面積の半分程度を占めるCGまで、

その規模も比率も様々であった。つまり、敷地面積の大小と交流

スペースの面積比率の間に相関関係がないことを明らかにした。 

全ての事例において、菜園・花壇スペースと交流スペースは明

確に分けられていた。分け方を整理すると、最も人通りが多く視

認性の高い箇所に交流スペースを配置する事例が過半数を占め

る（自由広場、Hello Garden、せせらぎ農園、今宿CG、宮崎CG、
氷川台第4農園）。その他には、敷地単位で分かれる事例（いち

ばたけ）、設計者のデザイン上の理由で分かれる事例（多文化共

生ガーデン）、隣接するシェアスペース（民家）の隣を交流スペ

ースにする事例（みんなのうえん）がある。 

それ以外の要素に着目する。9件中8件でコンポストが確認で

きた。菜園と花壇を有するCGは、交通量が多く視認性の高い箇

所に花壇を設置する傾向にある（自由広場、今宿CG、宮崎CG）。

アスファルトの上に菜園を作る際には、レイズドベッドにするこ

とで、アスファルトを剥がすコストを削減している（いちばたけ）。

また土の上にもレイズドベッドで菜園を作っている事例が多く

見られた（Hello Garden、今宿CG、宮崎CG、みんなのうえん）。 

場所の地形に着目する。斜面地に立つCGは、その勾配を利用

して段々畑・菜園を計画している（今宿CG、宮崎CG）。敷地内
の4辺のうち3辺に建物が隣接している事例も1/3存在している。

まルファルトの上に造られている事例（いちばたけ）もある。つ

まり、どのような場所であっても、その場所の欠点以上に利点が

多い場合には、CGになり得ることが明らかになった。 

 

3. 立地の特性 

各ガーデンの立地する地域の歴史風土や住環境と空間デザイ

ンの関係性を明らかにするために、周囲の様子が分かる広域の地

図と所在地、用途地域、歴史風土に関わる内容を記載する備考欄

によって構成される図版を作成した（図2参照）。 

立地の特性に関しては、全てのガーデンに共通する事項や過半

数に共通する事項は存在しない。したがって、個別、もしくは小

グループで空間デザインとの関わり方について分析する。 

「いちばたけ」と「多文化共生ガーデン」は木造住宅密集地域

に立地しており、神戸市の防災空地に対する補助金「まちなか防

災空地事業」を用いている。そのため、両者ともは小規模ながら

図1. 調査対象地の場所の特性 
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も菜園スペースだけでなく、延焼防止や一時避難スペースが設け

られている。「自由広場」は、隣接する住宅街に緑地がなかった

ため、誰でも自由に遊べる芝生広場がCGの半分近い面積を占め

る空間デザインにした。一方で、「Hello Garden」の場合は、CG
に隣接した北側に広大な緑地が広がっていたため、そのスペース

との繋がりを意識してCG内の北側に交流・イベントスペースを

計画した。「せせらぎ農園」は、住居と農地が混在した農住混在

市街地に位置しており、隣接する農地と調和の取れた空間デザイ

ンとなっている。「今宿CG」、「宮崎CG」、「氷川台第4農園」は

いずれも都心近郊部の閑静な住宅街内に位置している。運営団体

と近隣住民との交流を図るためのイベントスペースを設けたり、

芋掘りイベントを企画したり、地域住民に喜ばれる工夫が空間デ

ザインとして施されている。また「氷川台第４農園」の位置する

氷川台周辺は昔から無人販売が多く、無人販売で野菜を購入する

習慣が住民に根付いている。そのため、このCGにおいても無人

販売スペースが設けられている。「みんなのうえん」の位置する

地域は、アートによるまちづくりを進めており、このCG内にも

地元アーティストによる複数のアート作品が展示されている。 

各ガーデンの立地する地域の歴史風土や住環境を把握して、空

間デザインに反映させることで、地域住民に慕われる持続可能な

交流の場として機能するCGへと成長している。 

 

4. 人の特性 

ヒアリング調査により得た各ガーデンに関わる人々の繋がり

を整理し、人的相関図を作成した（図3参照）。 

9事例のうち6事例が運営団体の構成メンバーが開設当初から

変化している。変化の仕方は、当初とは全く異なるグループへ引

き継がれることは稀で、キーパーソンを含む主要メンバーは継続

して、発展することが多い（いちばたけ、Hello Garden、せせら
ぎ農園、宮崎 CG、みんなのうえん）。全体のレイアウトやコン

セプト等の大きな枠組みは主要メンバーが構築し、それ以外の部

分は、組織や参加者の変化に応じて緩やかに変えていく傾向が見

られた。例えば「Hello Garden」を例に挙げると、初期に菜園ス

ペースと交流スペースを明確に分ける計画がなされた。その後、

一般社団法人に移行し、イベントが多様化し、それに応じるよう

に交流スペースがイベントスペースへと転用されていった。一方

で、「多文化共生ガーデン」の場合は、初期メンバーとは異なる

団体が継承しており、初期に計画した菜園スペースと交流スペー

スの明確な分離が、交流スペースへのパーゴラの設置により崩さ

れている。このデザインの良し悪しは別として、キーパーソンを

含む主要メンバーの継続の有無が、空間デザインに強く影響を及

ぼすことが明らかになった。 

また、「せせらぎ農園」と「宮崎 CG」は、初期の運営団体が

CG開設以前から異なる活動を行っており、その延長としてCG
を開設している。そのような団体は、CG 開設当初から地域との

繋がりが強く、地域住民、商店街、地元企業等から様々な形での

支援を受けられており、倉庫、レイズドベッドの木材、テーブル、

ベンチ等、様々なものを寄贈されることが多い。 

 

 

図2. 調査対象地の立地の特性 
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5. まとめ 

本研究は、場所、立地、人の特性に着目して、CG の空間デザ

インを分析した。 

場所の特性については、周囲が建物で囲われていたり、地面が

アスファルトで覆われているような一見するとCGに適さないリ

ッチであっても、その場に応じた空間デザインが施されていた。

どのような場所であっても、その場所の欠点以上に利点が多い場

合には、CGになり得ることが明らかになった。 

立地の特性については、CG に隣接する敷地が空間デザインに

強く影響を及ぼしていたが、その他にも、地域の歴史や風土、活

用できる行政の条例の有無が空間デザインの決定要因になって

いる事例も存在することが明らかになった。 

人の特性については、多くの事例において、全体のレイアウト

やコンセプト等の大きな枠組みはキーパーソンを含む初期メン

バーが構築し、それ以外の部分は、組織や参加者の変化に応じて

緩やかに変えていく傾向にあることを明らかにした。 

本研究は、CGの空間デザインに着目したため、研究対象地を

規模も運営主体も多様なものを剪定した。そうすることで一定の

研究成果は得ることができたが、一方で各々の事例の現在に至る

経緯を丁寧に追うことが出来なかった。現在の空間デザインだけ

でなく、その過程も把握することが、今後の課題である。 

 
補注 

(1) 信州大学佐倉研究室「まち畑プロジェクト」の「まち畑」の定義を適用し

た。長野市善光寺門前界隈の3箇所の空き地をCGに転用しており、信州SDGs

アワード2021を受賞している。今後は、本研究の事例との比較研究を予定し

ている。 

(2)先述の「まち畑プロジェクト」を5年間実践していく中で、その空き地その

ものの特性（場の特性）、その空き地がある地域の歴史風土や住環境（地域の

特性）、CG に関わる運営者、参加者、支援者などの繋がり（人の特性）の3

つの特性がCG の空間デザインに影響を与えているのではないか、との仮説

を抱くに至った。 
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図3. 調査対象地の人の特性 
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