高砂５丁目公園リニューアルプロジェクト
現在
（リニューアル事業前）
の高砂５丁目公園と
リニューアル事業の実施に至る経緯

リニューアル事業の基本的な考え方・全体像

01：高砂５丁目公園リニューアル事業の全体

（２）
実際の住民参加の形・組織について
①幅広い地域住民からの意見収集
（アンケート調査）

リニューアル事業の全体の流れ・経緯

ワークショップには参加しない地域住民から、幅広い意見やアイデアを収集すべく、水元町、
高砂町等の住民を対象としたアンケート調査を実施した。
アンケート調査では、利用実態

● 現在
（リニューアル事業前）
の高砂 5 丁目公園

● 事業のはじまりと市民参加型〜室蘭工業大学との連携〜

や、公園の各要素（自然環境や利用等）
に関する満足度、あるいは前述した「地域の社会的
な課題」
に関する意識等を明らかにした。
調査データをもとに、地域住民全体の考える公園
像について明らかにし、
実際には公園リニューアルの基本的なコンセプトを明らかにした。

平成 23 年11月中旬、高砂 5 丁目公園におけるリニューアル事業を開始するにあたり、室蘭市

が今後、継続的に実施する考えである都市公園等の
「住民参加型のリニューアル」
の手法の確
立を視野に、
室蘭工業大学の市村恒士講師に協力の相談を持ちかけた。

当初の行政の考える
「住民参加型のリニューアル」
は、従来型の住民説明会を一定程度発展さ
せ、数回のワークショップを実施するという案であった。
それに対し大学サイドは、
「先進的な住

民参加、
あるいは住民自発型の公園等の整備やリニューアル事業と比較すると、
従来型の住民

説明会と大きな変化はあまりないこと」
「実際に、先進的な事例と同様の本質的な住民を主体

としたリニューアル事業に向けては、
（それが一般化していない室蘭市においては特に）行政サ
イドも変化をしなくては、室蘭市の検討している「住民参加型のリニューアル」の手法も形骸化

したものになること」
等を意見した。

調査に使用したアンケート用紙

当初の大学と行政とのやりとり
（一部）
・旧来型の住民参加
（行政を市民を参加させる）
方式とはならないようにすべき。
・これからの市民参加や社会形成の形とはどういうものか？
・行政も市民の一人となるべきでは。
・現在の社会形成のトレンドとして、地域の社会的課題の解決に向けて、地域に関わる多くの主体
（町内
会のみならず、
行政、
大学、
まちピカパートナー…）
が各々の得意分野を活かしながら改善する考え方

現在の高砂 5 丁目公園は、
昭和 43 年に整備された整備後 40 年以上経過した街区公園で

ある。
水元小学校と室蘭工業大学に隣接した場所に立地し、
面積は約 0.36ha
（：約 3600

㎡）
あり三角形という変わった形をしている。
公園内は、
さくら、
くり等の樹木が豊かであり、
わき水があるなど自然環境に恵まれている一方、
遊具等の施設の老朽化が進んでおり安全
面等で問題が懸念されている状況になっている。

が主流である。
町内会が必ずしも地域づくりの唯一の主体ではなく、町内会のみならず様々な主体の
参画が必要で、
リニューアル事業においても、
単純に町内会の意見を取り入れるだけではだめだろう。
・公園づくりにおいても、
同様にパーク
「マネジメント」
が求められており、
ハードからソフトへのシフトが必要
・
「社会資本」
としての公園から
「社会関連資本」
醸成のための公園へ

さらに、特に上記を踏まえ、大学サイドとしては、形骸化した住民参加となるのであれば協力

②
「ワークショップ」
・
「ワーキング」
と
「企画メンバー」
について

上述したとおり、事業の趣旨である、
「住民参加型の公園リニューアル」
を進めるためには、や
はり、地域住民の積極的な参加が不可欠であり、特に公園リニューアル事業への関心が高い
地域住民の意見を取り入れるためや、それらの人々の得意分野を活かすべく「ワークショッ
プ」及び「
（住民参加型の）ワーキング（事務局）
」を設置することとし、ワークショップやワー
キング
（事務局）
に参加する人を
「企画メンバー」
として募集した。

「企画メンバー」

募集にあたっては、学生スタッフ
（デザイン班）
を中心に作成したチラシや、町内会の回覧及

び、室蘭市ホームページなどで参加を呼びかけた。
その結果、最終的には、27 名の地域住民
が
「企画メンバー」
として参加することとなった。

に積極的ではないが、行政も
（市民として）
汗をかくのであれば協力すると返答し、行政サイド
の判断を仰いだ結果、行政も汗をかきつつ模索するという判断をしたため、行政と大学と連

携が始まった。
大学サイドとしては、社会貢献と教育を連携すべくスタッフとなる学生を募集

し、その結果、建築社会基盤系学科建築学コースを中心とした学生約 20 名が参加に名乗り
を上げ、本格的な事業開始の準備を開始した。
その後、行政及び大学サイドがゼミ形式の打

ち合わせを幾度となく重ねながら、
「アンケート」
、
「ワークショップ」
、
「ワーキング
（事務局）
に

も地域住民が入れる仕組み」
、
「公園完成後の地域住民による管理体制」等のキーワードが

大事であるとの結論に達し、アンケートを作成する
「アンケート班」
、公園のデザインに関する

準備をする「デザイン班」
、公園の管理やイベント開催などの可能性を考える「マネジメント
班」
に分かれそれぞれの作業を開始した。

現在（リニューアル事業前）の高砂５丁目公園の平面図

・はじまり

昭和 36 年度から昭和 44 年度にかけて、
水元と高砂地区の開発に伴い、
公園用地を確保

・供用開始年月日 昭和 43 年 11月1日 （開始から 43 年経過）

・面積 3,646 ㎡

・公園内の施設
（S43.10.26 設置）

大型 2 連ブランコ：1基 / 3 間低鉄棒：1基 / 砂場：1基

複列シーソー：1基 / ベンチ：2 基 / 門柱：1対 / 照明灯：1基

・維持管理 草刈：年に 2 回 / 清掃：月に 2 回

● 室蘭市における公園リニューアル事業と本事業に至る経緯等
室蘭市においては、
設置後 30 年以上経った老朽化の著しい都市公園が数多くあり、
その改築・
更新を目的に、
1年に1公園をめやすとして、
公園全面をリニューアルする事業を行っている。
高砂 5 丁目公園においても上記したような老朽化に伴う安全性が懸念される状況の中、リ
ニューアル事業を平成 25 年度のリニューアル工事着工を視野に実施することとなった。
なお、室蘭市における、従来、都市公園のリニューアル事業にあたっては、リニューアル案を行
政が作成し、住民説明会を行う形で市民、住民の意見等の取り入れを図ってきたが、平成
22 年度の室蘭市における緑化審議会でも、
このような形骸化した住民参加の形が課題とし
て持ち上がり、
都市公園の
「住民参加型のリニューアル」
のあり方を検討することとなった。

● 本リニューアル事業における住民参加の特徴
（１）本リニューアル事業における住民参加の基本的な考え方

本リニューアル事業においても、
「地域をもっと良くしたい」
と願いを持つ地域住民が、公園リ

バー」
からも、ワーキング参加者を募ることとした。
その結果、建築家や教師など 6 名がこの

参加型のリニューアル事業」
を目指すこととした。

行政と大学の打ち合わせ

行政から大学に住民参加型公園リニューアルの手法の相談

H24.01.26

行政と大学の打ち合わせ

学生スタッフ募集等）
後の進め方の基本的な考えの確認（学内ワーキングの設置や開始，

H24.02.06

第 1回学内ワーキング

学内ワーキング初顔合わせ、
ガイダンス

H24.02.27

第 2 回学内ワーキング

班分け
（役割分担：デザイン班，
アンケート班，
マネジメント班）

H24.03.01

第３回学内ワーキング

今後の進め方の検討

H24.03.12

第 4 回学内ワーキング

町内会や小学校の参加についての検討

H24.03.26

第５回学内ワーキング

アンケート・デザイン・マネジメント各班の課題、
地域住民への事業説明会の内容検討

H24.04.11

第６回学内ワーキング

企画メンバーの公募方法について検討

H24.04.23

第７回学内ワーキング

公募チラシとアンケートの内容検討

H24.05.07

第８回学内ワーキング

地域住民への事業説明会の打ち合わせ

H24.05.15

地域住民への事業説明会

地域に事業の説明と参加・協力を依頼

H24.06.05

第 9 回学内ワーキング

企画メンバー公募チラシとアンケートの内容検討

H24.06.11

第 10 回学内ワーキング

企画メンバー公募チラシとアンケートの内容検討

H24.06.18

企画メンバー募集

公募チラシやホームページで企画メンバーを募集
（7/2まで）

H24.06

アンケート調査

ワークショップにむけてアンケート調査を実施
（6/29まで）

H24.06.25

第 11回学内ワーキング

今後のスケジュールの確認、
学生デザイン案の発表

H24.07.02-03

ファシリテーター研修

この研修参加者の中からワークショップのファシリテーターを選定

H24.07.04

第 12 回学内ワーキング

今後のスケジュールの確認、
学生デザイン案の発表

H24.07.11

第 13 回学内ワーキング

現地視察会準備、
第1回ワークショップの内容検討

H24.07.24

第 14 回学内ワーキング

現地視察会準備、
第1回ワークショップの内容検討

H24.07.25

現地視察会

企画メンバー初顔合わせ、
現地の良い所と悪い所探し

H24.08.06

第 15 回学内ワーキング

第1回ワークショップ準備

H24.08.07

第 1回ワークショップ

こんな使い方ができる高砂 5 丁目公園になったらいいな（住民参加型ワーキングへの参加依頼）

H24.08.16

第 1回住民参加型ワーキング

初顔合わせ、
今後の進め方の確認

H24.08.20

第 2 回住民参加型ワーキング

第 2 回・第 3 回ワークショップの内容検討、
役割分担の確認

H24.08.22

行政と大学の打ち合わせ

行政デザイン案の作成

H24.08.27

第 3 回住民参加型ワーキング

第 2 回・第 3 回ワークショップの内容検討

H24.08.31

第４回住民参加型ワーキング

第 2 回ワークショップの準備

H24.09.04

第 2 回ワークショップ

高砂 5 丁目公園らしい公園にするにはどうしたらいいかを考えよう

H24.09.07

行政と大学の打ち合わせ

今後の進め方の確認

H24.09.10

高砂 5 丁目公園通信 Vol.1発行

現地視察会、
第1回、
第 2 回ワークショップのまとめ

H24.09.26

第 5 回住民参加型ワーキング

複数デザイン案の絞り込み、
第 3 回ワークショップの内容検討

H24.10.11

第 6 回住民参加型ワーキング

第 3 回ワークショップの準備

H24.10.12

第 7 回住民参加型ワーキング

第 3 回ワークショップの準備

H24.10.16

第 3 回ワークショップ

デザイン案の
「良いところ」
と
「気になるところ」
を見つけよう!!

H24.10.22

高砂 5 丁目公園通信 Vol.2 発行

第 3 回ワークショップのまとめ

H24.10.26

第 8 回住民参加型ワーキング

報告会までのスケジュールの確認

H24.11.06

第 9 回住民参加型ワーキング

デザイン案の検討、
報告会の内容検討

H24.11.22

高砂 5 丁目公園通信 Vol.3 発行

報告会の案内

H24.11.26

デザイン班打ち合わせ

模型づくりとポスター内容の検討

H24.11.30

E テレ
「10min. ボックス公民」

NHKE テレ
「10min. ボックス公民」
で本事業が紹介

H24.12.05

第 10 回住民参加型ワーキング

最終報告会及びポスター内容の検討

H24.12.10

第 11回住民参加型ワーキング

最終報告会の最終調整

H24.12.14

最終報告会

これまでの経過の説明、
最終リニューアルデザインの報告

「住民参加型ワーキング
（事務局）
及びワークショップ」

企画メンバー募集、
ワークショップ実施までは、
行政と大学との連携で運営されてきた事務局

ニューアルを通して
「自らの手でその願いを実現する」
、そんな
「きっかけ」
となるような
「住民

H23.11.15

企画メンバー募集用のチラシ

前述した通り、
現在の社会形成のトレンドとして、
地域の社会的課題の解決に向け、
地域に関

わる多くの主体が各々の得意分野を活かしながら地域の改善を行うことが挙げられており、

これまでの事業の全体の流れや時系列的な流れを以下に整理する。

機能（ワーキング）であったが、上記の通り、さらなる住民参加を進めるために、
「企画メン
ワーキング
（事務局）
に参加することとなり、
住民参加型のワーキング
（事務局）
が発足した。
「ワークショップ」
は、
「大きなコンセプトやデザインの方向性などを決める場」
と位置づけてい

特に、住民参加型の公園リニューア

るのに対し、
「ワーキング
（事務局）
」
は、
「ワークショップの内容を考えたり、ワークショップで

地域住民の意識を探る「アンケー

位置づけることで、ワークショップで出てきた地域住民の意見の取り入れを形骸化させること

ルをより進展させるために、幅広い

決まった方向性をもとに具体的なデザインや管理・イベント企画の案をつくったりする場」と

ト」
調査と、より公園リニューアル事

なく、
実際のリニューアル案に反映できるような仕組みとした。

業への関心が高い住民の意見を取

り入れる
「ワークショップ」
を組み合

わせ、さらに、事務局
（以降，
「ワー

キング」
）にも、市民が参加できる

形式をとりながら、住民の意識・

意見を集約しつつ、特にワーキング

参加者の得意分野を活かしながら

事業を進めることとした。

本リニューアル事業における住民参加の基本的な考え方

視察会・ワークショップなどの状況

リニューアル事業の流れと考え方

