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和光市協働事業【平成２７年度実施事業】中間ヒアリング報告書

事業名 越後山パークライフプロジェクト

日 時 平成２７年１１月２０日（金）１３：００～１４：２０

場 所 和光市役所６階市民交流スペース

出席者 事業実施団体：越後山・緑まちづくり推進連絡協議会

冨澤・柳澤・中村・山本・木戸、

担当課：都市整備課：広瀬・林・小塚

市民活動推進課 中川・新坂

●事業概要

事業名 越後山パークライフプロジェクト

事業主体
事業実施団体 行政（担当課）

越後山・緑まちづくり推進連絡協議会 都市整備課

事業費
契約額

３７６，４３４ 円

事業内容

■目的

地域住民にとって身近な公園となる越後山中央公園の開園（平成27年

5月）をきっかけとして、住民自らが公園を楽しく利活用し、住民同士が

活発に交流するとともに、公園の維持管理にも携わることで、“私たちの

街、私たちの公園”という地域への愛着に裏打ちされた住民自身による地

域管理意識が醸成されることを目的とする。

■成果

地域の中で世代を超えた交流が育まれ、子どもから高齢者まで地域への

関心が高まり、地域の見守りや安全安心、交流の活発化などコミュニティ

づくりへと波及していく。

■内容

公園での“食”や“学び”、“体験”を楽しむイベントの実施、公園の花

壇づくり、園内の芝刈りや清掃。

■詳細

１．公園での“食”を楽しむプロジェクト

地元農家との連携による朝市、朝食会・夜食会、柿酢づくり等
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●事業進捗

２．公園での“学び”を楽しむプロジェクト

公園でのものづくりマルシェ（陶板等）、昔遊びの伝承、読書交流会等

３．公園での“体験”を楽しむプロジェクト

公園での健康づくり、撮影交流会、アート体感イベント、朝活夜活等

４．公園の芝刈りと清掃プロジェクト

季節ごとの地域の取組の際に園内の芝刈りや清掃の実施

５．公園花壇プロジェクト

園内の花壇に花の植込みと植栽の維持管理の実施

●事業進捗

当初 進捗状況

事業

スケジュール

第1四半期

プロジェクト準備（年間プログラム

づくり等）、呼掛け、芝刈り、春の

花壇植え込み

５月 プロジェクト準備、公園開園

・市民活動見本市にて事業のＰＲ

・フェイスブックページ立上げ

・開園前日の清掃活動

6月 開園イベント、花壇づくり

・花壇づくりカフェ（花樹林と連携）

・公園開園オープニングイベント

（ものづくりマルシェ、朝市、脳活

体操）

第2四半期

プロジェクト（朝食・昼食・夜食会、

健康づくり、撮影交流会、朝活夜活）

実施、芝刈り、花壇の植栽維持管理、

園内の清掃（夏まつり）

７月 越後山マルシェ、健康づくり

・陶板等のものづくり体験、地元農

家の野菜の朝市等

・自治会の活動であるラジオ体操

（7月～9月）と連携

8月 芝刈り・清掃、健康づくり

・夏まつり前の芝刈り・清掃

・夏まつりにて事業のＰＲ

9月 越後山マルシェ、食事会

・陶板等のものづくり体験

・朝の持ち寄り食事会、お月見夜会

・えちご山ＧORORI フェスと連携
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＊担当課への確認

①事業スケジュールどおり進捗していますか。 はい いいえ

②事業成果指標の達成に向けて取り組めていますか。 はい いいえ

上の①～②の項目で、「いいえ」と回答したものがあった場合、その原因と、今後の対

応についてご記入ください。

第3四半期

プロジェクト（朝市、柿酢づくり、

陶板づくり、昔遊び、読書交流会、

撮影交流会、アート体感イベント）

実施、芝刈り、秋の花壇の植え込み、

花壇の植栽維持管理、園内の清掃

（秋の収穫祭）

10月 越後山マルシェ

・陶板等のものづくり体験

・フリーマーケット出店者募集

11 月 秋の収穫祭＆フリーマー

ケット

・陶板等のものづくり体験、柿酢づ

くり、地元農家の野菜の朝市、フ

リーマーケット等

12 月 クリスマスツリーライト

アップイベント（予定）

・アート体感イベント

第4四半期

プロジェクト（ピクニック交流会、

朝活夜活）実施、芝刈り、花壇の植

栽維持管理、園内の清掃（防災訓練）

1月 餅つきイベント（予定）

・ピクニック交流会（餅つき）

・読書交流会（郷土かるた等）

3月 防災訓練（予定）

・学びや体験の一環として実施

事業変更理由

*事業内容の変更や

計画どおりに進めら

れなかった理由をご

記入ください。

スケジュール上の時期の変更はあるが概ね事業内容の趣旨を踏まえて計

画通りに進められている。当初予定していたよりも開催数も増え、事業

の企画内容を工夫するなど幅広い活動となっている。また、今後の検討

事項として、撮影交流会については、継続した交流事業として地域の方々

がこれまでの取組や今後の取組、日々の公園などの写真を撮影したもの

を、フェイスブックページに投稿してもらうよう促し、ＷＥＢ上で、四

季折々の公園の風景や公園内で過ごす人々の写真を蓄積していけるよう

な企画内容の変更を検討している。花壇プロジェクトについては、今後

秋の花の植替えなどを協力団体とも相談しながら検討していく予定であ

る。

実施した事業内容、成果について市への報告がない。
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●事業成果指標

（1）プロセスの積み重ね

団体 担当課

①事業進捗状況の報告を定期的に行っていますか。 はい いいえ

②問題が生じたときに、すぐに話し合っていますか。 該当なし いいえ

※担当課への確認

「いいえ」と回答したものがあった場合、どのようなことでできなかったか、どうあ

れば良かったかをご記入ください。

（2）事業の広がり

協働事業の実施により、新しいつながりや連携が構築されましたか。

当初 進捗状況

事業成果

指標

①公園活動グループの結成

②夏まつり参加者数（約1,000人）

③小規模な定期的な取組の開催

①事業終了時を目安に参加者アン

ケートを集計予定

②夏まつり当日に約1,000人規模

の参加

③定期的な花壇の植栽管理の実績

コメント

途中段階の参加者アンケートの回答をみても、今後も公園でのイベン

トに参加したいという意見が多く、また、可能な範囲で自分ができるこ

とを協力したいとの回答が多くなっている。協力者や参加者の募集の仕

方、時期などは今後工夫が必要と考える。

●協働の進捗

6月、7月と2回打合せを行ったがすべてイベントに付随するものであり事業の進

捗状況等については話し合われていない。

団

体

【具体的内容】

・地元農家と連携した朝市を複数回行うことができている。

・和光市を花と緑いっぱいにする活動を行っている「和光・花樹林」と連携して花

壇づくりを行うことができている。

・脳活体操を行う市民団体と連携して健康づくりに取り組むことができている。

・駅近くのカフェを中心に若い人たちが運営に携わるえちご山ＧＯＲORI フェス

実行委員会との連携につながった。

・秋の収穫祭＆フリーマーケットにて、市内のクラフトづくりなどを行う子育て世

代の女性数名とつながることができた。
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（3）市民満足度の向上

団体 担当課

事業の受益者の満足を得ることができましたか。 はい いいえ

受益者の満足度を調べるためにそれぞれどのようなことをしましたか。

（4）協働基本原則

「和光市協働指針」では、市民と市が協働を円滑に進めていくための以下の６つの基

本原則を定め、これをお互いが理解し、常に協働基本原則に則って取り組んでいくこ

ととしています。これらに則って事業に取り組めましたか。

団体 担当課

①「相互理解の原則」 はい いいえ

②「目的・評価共有の原則」 はい いいえ

③「自立の原則」 はい いいえ

④「対等の原則」 はい いいえ

⑤「役割分担明確化の原則」 はい はい

⑥「情報公開の原則」 はい いいえ

※担当課への確認

上の①～⑥の項目で、「いいえ」と回答したものがあった場合、どのようなことで取

り組めなかったか、どうあれば良かったかをご記入ください。

団

体

イベント開催時には、継続して実施中であるが参加者アンケートにより、「参加し

て良かった」「また参加してみたい」との回答が多くなっている。また、フェイスブ

ックページの「いいね！」数が100を超え、投稿の際に常時「いいね！」がついて

いる。

担
当
課

報告がないのでわからないがイベントを通じて他の地域住民への広がりが感じられ

ない。

もう少し市と越後山・みどり自治会との良好な関係を築いてからこの協働提案事

業を進めるべきであったのではないか。事前に聞いていないことがツイッター等で

公開されてしまう等、事業を進めていく上でお互いの信頼関係が築けていない。
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■役割分担について

■役割分担の中で良かった点や改善点をご記入ください。

協働事業の実施にあたり、どのようなメディアを活用して事業のＰＲをしましたか。

その代表的事例を左欄に記入し、また、協働事業の実施により、事業の社会的認知

度が向上したかどうかを、右の欄にその理由と併せてご記入ください。

当 初

団

体

事業全般について

参加者受付、問合わせ対応

当日の事業運営

チラシ、ニュースの作成、配布

広報、周知

担
当
課

会場・場所の確保

公園施設利用の許可

公園の維持管理における助言

市関係部署との連絡及び調整

団

体

公園開園前日に実施団体、行政が協働して公園の清掃活動を行い、事業の機運を

盛り上げることにつながった。また、公園施設利用の面では、定期的に継続して公

園を利用したことにより、事業の認知度の向上につながった。現在は、ポスター、

チラシ、ポスティングなど各種媒体で広報を進めているが、今後は、市報も活用で

きるよう、市と協議し時期や企画内容の詰めを調整していきたい。

団

体

【ＰＲ事例】

公園看板による告知

自治会掲示板による告知（回覧板含む）

フェイスブックページによる告知

越後山土地区画整理組合ＨＰによる告知

【社会的認知度の向上】

市との協働事業という位置付けのた

め、地域住民の方々も安心して参加され

ている。事業の実施時期に限らずフェイ

スブックページによる定期的な投稿や自

治会掲示板（回覧板含む）の告知により、

事業の社会的認知度も高まっている。
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（5）その他

協働事業を実施する中で、現在苦労している点、これからの懸案事項、印象に残って

いること、良かったこと等がありましたら、下欄にご記入ください。

団

体

小さいお子さんのいる親子連れから地域のお年寄りまで幅広い年代の方々に参加

してもらえている。特に、子育て中の若い世代の方々がイベントに参加し、地域の

方々と少しずつ交流が始まっている。事業を通じて当初予定はしていなかった企画

なども新たに加えるなど地域住民主体の多様な取組が少しずつ広がっている。

担
当
課

苦労している点

実施団体と市との信頼関係が築けていない。お互い情報交換もない。

良かった点

越後山中央公園開園前に市で呼びかけて実施団体や近隣の方々と草刈りを行った。


