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は じめに

本報告書は、町田市基本計画「まちだ未来づくリプラン」の中で設定される 5つの「未来づく

リプロジェク ト」の内のひとつにあたる、「みどりを活用したまちづくりを推進するプロジェク

ト」における「薬師池公園地域の魅力向上」をテーマとし、「未来づ くリプロジェク ト推進チー

ム」において検討された七国 。薬師池地域魅力向上計画について、その内容を取 りまとめたもの

です。

2013年 3月  町田市
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1.1.計画の目的

(1)目 的

七国山風致地区を中心とした薬師池公園及び周辺は、「多摩丘陵里山南北軸」を支える重要な
水と緑の拠点であり、七国山緑地保全地域や雑木林をバックとした田園風景が拡がり豊かな自然
を感じられる地域です。また、区域内には薬師池公園をはじめ、町田ばたん園、町田えびね苑、
町田ダリア園、町田リス園といつた花の名所やさまざまなレクリエーション・観光機能を有した
施設が点在し、市民がさまざまな目的で訪れる人気の高い地域となつています。 ・

こうした現状を受けて、「町田市緑の基本計画 2020」 では、本地域の具体的事業展開につい
て、「町田市を代表する観光施設が集まり、集客性の高い拠点であるため、それぞれの施設を活
かし相互利用による観光資源としての魅力を高める計画づくりを協働で行います。」としていま
す。

本計画は、更に地域の魅力を高めることができる可能性を有していることを踏まえ、地域の有
する豊かな自然環境、歴史。文化等を維持し将来に繋げ、居住環境の維持にも配慮することを前
提とし、各公共施設の連携や地域資源の最大活用により、地域の持つ魅力を高め、将来にわたっ
て豊かな自然環境や観光の拠点としての充実を図ることを目的とします。

(2)対象

【主な公園緑地等】
・薬師池公園
・町田ばたん園 (民権の森公園)

・町由えびね苑
・町田ダリア園
・町田リス園
・七国山緑地保全地域
・町田民権の森保全地域
・七国山風致地区 

｀

【計画中の公園緑地】
・ (仮称)薬師池西公園
・ (仮称)薬師池北緑地
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(3)検討の進め方

本計画素案は町田市基本計画 「まちだ未来づくリプラン」のリーディングプロジェク トである

「未来づくリプロジェク ト」を推進するために設置された、「未来づくリプロジェク ト推進会議」

及び「みどりを活用 したまちづくりを推進するプロジェク ト推進チマム」により、検討を進めま

した。

(各会議体の位置づけ役割)

未来づ くリプロジェク ト推進会議

位置づけ    プロジェクトの方向性、事業内容を決定する場

設置 目的    庁内の合意形成

開催 原則月 1回

構成 副市長、 (事務局 :政策企画課)

役割 ・各プロジェクトの目標設定

・各プロジェクトの目標達成に必要な事業 (以下、プロジェクト事業)の選定

・各プロジェクトの振興計画の策定
。各部・課へのプロジェク ト事業実施指示

・各プロジェクトの進捗管理の確認

みどりを活用 したまちづくりを推進する

プロジェク ト推進チーム

位置づけ    プロジェクトの方向性、事業内容を検討する場

設置目的   庁内の部・課横断の検討

開催 月数回 (不定期)

構成 下記関連部署の実務担当 (原則係長級以上)

公園緑地課 (事務局)、 障がい福祉課、産業観光課、農業振興課、北部丘陵整備課、道路管理課、(運

営支援 :政策企画課)

役割 ・各プロジェク トの目標案の策定

・プロジェクト事業案の策定

プロジェクト進行計画案の策定 (全体、当初 5年間)

(会議体系図)

市長

オフサイトミ
ーティング

計画・方針決定

事業実施指示

進捗確認

方向性・計画案の作成

畔 器え表移局∴L∴ PTを形成

PT PT PT
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!.1.2.計画の背景

① 時代の潮流と社会的ニーズの変化

我が国は、人口増加や経済成長を前提とした成長の時代から、成熟の時代への大き余転換期を
迎えており、これまでにないさまざまな社会的変化に直面しています。

多様な価値観に基づく個人活動の活発化 。多様化、高齢化の進展 。人口減少局面の到来、家族
構成の少人数化、情報化 。国際化の進展、環境や持続性に対する意識の高まり等の社会的変化の

中、人々は単に物質的な充足に豊かさを求めることに物足 りなさを感 じ、人間性の回復、健康、
癒 し、生活の質的向上や地域社会における人と人との交流によってもたらされる人生における意
義、幸福感の共有を重視する、いわば人間本位の志向が高まっているといえます。  

イ

② 大都市問題

経済的拡大や効率性の向上を一義とした高度経済成長期に東京への人口及び諸機能の著 しい

集中が進行し、東京一極依存構造が形成されています。

この諸機能の集中に伴 う過密は、通勤混雑、長時間通勤、住宅問題、交通渋滞、環境問題等の
さまざまな都市問題を引き起こし、また、人々のふれあいの場や活動の場となる自然環境、オー
プンスペースの喪失も顕著であり、人々の心からゆとりと潤いを無くさせている実情があります。

③ ストック活用型社会の到来

人口減少や社会経済環境の変化を背景に、大量生産。大量消費を特徴とするフロー型社会から、
「いいものをつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使 う」、社会資本の有効活用、好循
県を目指したス トック活用型社会.への転換が求められています。

そうした流れから公園や緑地においても、既存のみどりの環境を活かし、施設の機能を改善し、
有効活用すること、あるいはそ うした意識を醸成する場 としての整備 。重要性が求められていま
す。

④ 自然保護、環境保全的見地の進展

自然保護が人間の住環境を保全することになるとい う見地から、環境破壊を防止 し、自然保護
を図ることの重要性があげられてきました。持続可能な社会の実現のために「環境保全の意欲の

増進」、「環境教育」、「乗境保全活動」そして「協働の取 り組み」が重要であるとされてきて
います。

人々が地域に関心を持ち、身近な自然や文化にふれ、体験を通 して学ぶ機会を増やすことで、
コミュニケーションを通 じて他者と関わり合い、地域の中につながりを生む力を育てることにも
つながります。また、地域の中に体験の場を創るプロセスを通 じて、あるいは、体験の場での活
動を通じて、その場に関わる人や組織の連携と協調を促進する効果も期待できます。

3



⑤ 町田市の今とこれから

1958年の市制施行当時、人口6万人ほどであつた町田市は現在は人口は 42万人を超え、今

なお増え続けてお り、住みよい環境を整えた住宅都市、首都圏のベンドタウンとして発展を続け

ています。

市には 「鎌倉街道」や 「大山街道 (現国道 246号線)」 、 「絹の道 (現町田街道)」 といつ

た歴史ある道が交わり、今 日では東名高速道路の横浜町田 IC、 国道 16号線などがあり、物流、

交通の要衝を担っています。また、小田急小田原線や 」R横浜線、東急田園都市線、京王相模原

線が通 り、それぞれ東京都心や横浜市中心部 と30～ 40分でつながってお り交通利便性に恵まれ

ています。

町田駅を核 とする中心市街地は、周辺の地域からも多くの人を集める商業エ リアとして発展を

続けてお り、商業機能の集積が進んでいます。また、市及び近郊には多くの大学や短期大学、専

門学校が立地 し、市の転入者には 18～20歳の転入者が多く学園都市としての性格も有していま

す。

市内には市北部の丘陵地区を始め、首都圏では貴重となってきている里山や田園風景が残 り、

鶴見川の源流を有するみどり豊かな環境を有してお り、この貴重な自然環境を将来世代へ引き継

ぐことが求められていいます。

一方、市の人口構造を見ると、生産年齢 (15歳 ～64歳)人 口はほぼ横ばいに対 し、年少人口

は減少、老年人口は増加をしてお り、高齢化の進展が見られます。また、納税義務者数がほぼ横

ばいで推移 しているものの課税対象所得額は 90年代初頭より頭打ち、やや減少傾向が見られま

す。

町田市の地域社会を見ると、単身世帯の増加、近隣とのコミュニケーションを望まない人の増

加が確認 されてお り、地域社会の交流希薄化、支えあいや助け合いの絆が養われにくい社会にな

つているといえます。

こうした市の特徴や社会経済環境の変化を受け、交通の結節点、みどり豊かな丘陵地など、ま

ちとしての強みを活かしつつ、市民協働や環境に配慮 したまちづくりなど市民生活をより充実さ

せる要素を結ぶことでさらに発展する町田市をつくつていくことが望まれます。
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1.3.上位 日関連計画

(1)ま ちだ未来づくリプラン (町田市基本計画 )

社会的変化の中で、「町田市が今後も発展 し続づけていくためには明確なビジョンの下でまち
づくりを進める必要性があるJと の見地から、将来の町田市のあるべき姿を見据え 2012年から
の 10年間に、何を目標にどのようにまちづくりを進めていくのかを示す 「まちだ未来づくリプ
ラン (町田市基本計画)」 が策定されています。その中で、「まちづくり基本 目標」カミ定められ、
その具体的取組である「まちだ未来づくリプロジェクト」及び行政経営基本方針が示されていま
す。

まちだ未来づくリプラン体系図 (抜粋)

戦略刊:市内緑地の戦略的な保全

戦略2:みどりを楽しむ環境の整備

戦略3:薬師池公園地域の魅力向上
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地域社会づくりを

基本とする

まちづくり

プロジェク ト

町田駅周辺の

魅力を向上 させ る

プロジェク ト

団地再生

に向けた

プロジェク ト

みどりを活用 した

まちづくりを

推進する

プロジェク ト

基幹交通を強化する

プロジェク ト

未来づ くリフ
°
ロシ・I外

基本目標 基本政策

安心して、楽しく子育てができるまちをつくる

子どもが生きる力をはぐくむまちをつくる
将来を担 う人が育つ

まちをつくる
生涯にわたつて学び、成長できるまちをつくる

健康に生活できるまちをつくる

みんなが支え合 うまらをつ くる

地域で充実 した生活を送れるまちをつくる

安心 して生活できる

まちをつくる

安全に生活できるまちをつ くる

経済活動が盛んなまちをつくる

文化芸術活動やスポーンが盛んなまちをつくる賑わいのある

まちをつくる 魅力にあふれ、何度でもおとづれたくなるまちを

つくる

誰もが移動 しやすいまちをつくる

良好な住環境のまちをつくる

み どり豊かなまちをつ くる

暮らしやすい

まちをつくる

環境に配慮 したまちをつくる

基本方針

市民と問題意識を共有し、共に地域課題に取 り組む

市民の期待にこたえられるよう、市役所の能力を高める

いつでも適切な市民サービスが提供できる財政基盤をつくる

まちづ くり基本 目標

行政経営基本方針



(2)町 田市都市計画マスタープラン (2011年度改定 )

町田市のまちづくりにおける基本的な考え方を示 し、都市計画運用の基本的な考え方をまとめ

た総合的な指針 として、町田市都市計画マスタープランが策定されています。その中で環境文化

を育む魅力ある質の高い生活都市を将来都市像とし、方向性が下記のように定められています。

環境文化を育む魅力ある質の高い生活都市

将来都市像

水 とみどり豊かな

環境資源と共生する

都市

基本日標 13

・水循環 と生態系の維持・継承

・良好な河川環境の形成 (河川環境軸の形成)

・自然 と調和 した土地利用の誘導、自然景観や眺望の保全

良好な自然環境の保全・再生

水とみどりの広域拠1点 (北部の丘陵域)の形成

・里山環境を形成する重要なみどりの確実な保全

・市民参画による里山環境の保全・再生

◆地域資源の魅力を活かした里山環境づくり
,農業の担い手の支援・育成

・農とみどりに親 しめる空間整備

・ 自然・歴史・文化資源をつなぐ回遊ネットワークの整備

◆自然環境に配慮 した、交通基盤や生活環境の整備

・交通アクセス性の改善
・既存集落地の生活環境の整備

◆貴重なみどり・

公園・緑地の整備

◆多摩丘陵を支える骨格的な「水 とみどりの拠点」の整備

・ 「水とみどりの拠点」の整備・充実
。自然 とのふれあい活要力の場、エコツー リズムなどの観光

の場としての整備

◆だれもが安全に安心して利用できる公園緑地の整備・再整備

・多様な公園・緑地の整備

・協働による公園・緑地の整備・利活用の促進

・既存公園の長寿命化

◆散策ルー トの形成

・既存の緑道やフットパスなどを活用 した散策路づくり

市街地における緑化の推進、農地の保全・活用

◆市街地における緑化の推進
。公有地や民有地の緑化によるみどりのネットワークの形成
。開発・建築における緑化の誘導、緑化支援策の整備

◆農地の保全 ,活用

・農業を続けられる基盤づくり
。生産緑地地区の保全方策の推進

・交流型農業の推進

・農地の多面的機能の確保

水 とみどりの

拠′点と軸の形成

将来の都市空間の村造 :3
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(3)町 田市緑の基本計画 2020

HJ出 市における「緑地の適正な保全」や 1緑化の推進」さらには「公園緑地の整備」に関して、
その将来像、目標などのみどりのあるべき姿とそれを実現するための施策などを定める、緑 とオ
ープンスペースに関する総合的な計画として「町田市緑の基本計画 2020」 が策定されています。
その中で ド記のように基本理念が示され、みどりの課題に対する基本方針がしめされています。

緑の基本方針と施策の体系図 (抜粋)

⑫七国山・薬師池(水と緑の拠点)

七国山風致地区を中心に、薬師池公園、町田ぼたん国・えびね苑・ダリア国などの花の名所、町田民権の森
保全地域、七国山緑地保全地域、薬師池西公園、薬師池北緑地などの豊かな自然環境と歴史的資産、さらに
は、ふるさと農具館、七国山ファーマーズセンターなどの農業資源を含んだ重要な拠点です。

東京都との連携、市民・NPO・ 事業者等と協働によつて、雑木林を背景にした田園風景が広がり、四季折々の
美しい花々に恵まれた豊かな自然環境が将来にわたって保全される歴史と観光の拠点を目指します。

7

町田の環境文化を育む多摩丘陵・里山回廊の 保全・再生・活用

基本理念

まちづくりにおける緑の課題

(1)生態系と緑

①生き物の生′自、・生育・繁殖の場の形成
②生態系のネットワークの形成

(2)都市環境と緑
①地球環境保全と身近な地域の環境改善
②市街地のヒートアイランド現象の緩和
③自然豊かな水辺環境の保全・形成
(3)レ クリエーション・文化と緑
①身近なレクリエーション活動の場の提供
②広域的なレクリエーション拠′点の提供
③自然資源・歴史的資産の活用

④歩行系レクリエーションネットワークの

形成

⑤観光・ツーリズムを通じた緑の保全・活
用

(4)安全・安心と緑
①水害・土砂災害抑制に役立つ緑
②地震・火災の被害軽減に役立つ緑
③誰もが安心して利用できる緑の形成
(5)景観と緑
①自然景観の形成
②まち並景観の形成
③風景・風土。景趣の形成

(6)市民生活と緑

①日常生活に密着した緑

②自然とのふれあい活動や水辺と緑の保
全・育成活動

③緑に関する市民への情報発信

(7)仕事と緑

①農業を通じた緑の保全・活用

緑の基本方針

(1)多摩丘陵を支える骨

格的な水と緑の緑地環境を

継承 します

(2)生物多様性を支える

緑を守り生きものと共生す
るまちを目指します

(3)里 山の風景や緑あふ

れるまち並み景観を保全・

育成 します

(4)緑の機能により都市

環境を向上させ地球環境保
全に貢献します

(5)緑を活かして市民の

安全・安心と憩いを確保し
ます

(6)緑 に関わるさまざま

な資源を活かして人々の交

流を生み出します

(7)緑 を活用 した地域の

経済振興を推進 します

(8)緑 とのふれあい活動

と連携のしくみづくりを推

進 します

施 策



1.4.立地特性

(1)景観 口眺望

薬師池公園周辺地域は、雑木林や杉・ヒノキ植林から成る樹林景観 と果樹園や畑地から成る農

耕地景観、そしてそれ らに食い込むように発達している住宅地の景観から構成されてお り、尾根

と谷が入 り組んだ変化に富んだ谷戸・里山の景観が残つている地域です。

丘陵の頂上部の標高は概ね 100m～ 130m、 谷部は概ね 60m～ 70mと なってお り、標高差は概

ね 30mか ら70mと なつています。丘陵の頂上部からは富士山が望め眺望がよく、古くは七つの

国が望めたほどだつたことから、そのことが地域名の由来となつています。

対象地区の景観構造は雑木林やスギ・ヒノキといつた人工林からなる樹林景観 と果樹園や畑地

からなる農耕地景観 と宅地景観から構成されてお り、主にクヌギ・コナラから構成される雑木林

の新緑や紅葉、ウメやヤマザクラの開花、ナノハナやゾバ等の景観作物が季節的な景観に変化を

与え、尾根部の要所要所からは谷戸部や周辺を望むことができる眺望に優れた場所が点在 し、典

型的な谷戸・里山景観 となっています。

薬師池公園ではウメやサクラ、ハナショウブ等が植えられ地域に季節的な景観を提供 している

ほか、その周辺の耕作地が広がり、自然と人の暮 らしが一体となつた里山の景観をつくり出して

います。

(2)自 然

薬師池公園周辺地域は、古くから人為的影響を受けてきてお り、自然植生は消失 し、傾斜地や

尾根部の一部はクヌギ・コナラ群落が優占し、その他、スギ・ ヒノキ植林、シイ・カシニ次林、

竹林等が点在 しています。それ以外は果樹園 (ウ メ・クリ)、 畑地、宅地となつています。

また、町田市の名木百選に選定されている樹木が民権の森保全地域周辺や薬師池公園内に点在

してお り、そ/し ら力守 り育てていく球軍があり支す^

8



(3)歴史 日文化

薬師池公園周辺地域には、野津田神社、野津田薬師堂等の社寺仏閣、鎌倉古道やそれに由来し
た鎌倉井戸、旧永井家住宅や旧荻野家住宅等の古民家、自由民権の碑や 自由民権の像、石阪昌孝
の墓等の自由民権運動に関連する歴史施設が分布 しています。

薬師池公園に隣接する野津田薬師堂の本尊である薬師瑠璃光如来は、一般に医薬を司る仏様と
して知られます。「お薬師さん」と親しみを込めて呼ばれる薬師如来は、菩薩としての修行中に
十二の誓願をされたと伝えられます。災いや苦を除き、病気を治し、寿命を伸ばし、楽を与え、
人々が正しい道を歩めるように願つたのです。

「健康とは身体的・精神的及び社会的に良好な状態であつて、単に病気でないとか、虚弱では
ないということではない」とし、人の幸福をウェルビーイング (Wel卜 being)と 提唱したのはW
HOですが、奇しくも1200年あまり昔の仏像に込められた願いは、現代を生きるわれわれ誰
もが息う共通の願いであり続けています。

※ お薬師さんに込められた願い
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(4)既存施設等

薬師池公園 所管 :都市づくり部 公園緑地課

概要 この公園は、1982年に「新東京百景」、1998年には「東京都指定名勝」に指定。さらに、

2007年に 「日本の歴史公園 100選」に選定された町田市を代表する公園です。 園内中

心部には池があり、梅、椿、桜、花しょうぶ、大賀ハス、新緑・紅葉等、四季折々の彩

が訪れる人々を楽 しませてくれます。

国内には萬葉集に詠まれている 70種の草花のほか 260種の山野草が植栽されてお りそ

れらをまじかに楽 しめる「高葉草花苑」や野津田薬師といわれ薬師如来様が祀られ長く

親 しまれる薬師堂があります。

江戸時代の古民家 2棟 (旧 永井家住宅と旧荻野家住宅)が移築されてお り、町田市フォ

トサロンでは展示室において多彩なミュージアム活動が展開されています。また、園内

には市制施行 40周 年記念モニュメン ト「自由民権の像」も建立されています。

休園日 年中無休

開園時間   午前 6時～午後 6時 (6月 ～8月 は午前 6時～午後 7時) 駐車場利用時間も同じ

写真

町田Iぎたん回 所管 :都市づくり部 公園緑地課

概要 町田ばたん園は、薬師池公園の北側に位置する民権の森公園内にあります。当園には約

331種類 1,730株 のボタンが植え込まれ、4月 下旬から5月 上旬にかけて、赤やピンク、

白、黄色などの色鮮やかな大輪の花を観賞できます。また、地形は七国山と連なる比較

的緩やかな、標高 75～90メ ー トルの南斜面になつています9さ らに、自由民権運動の

指導者であつた石阪昌孝の墓が隣接 し、園内にはその長女美那子と北村透谷が出会つた

ゆか りの地を記念 した、自由民権の碑もあります。この公園に接 して、東京都が指定す

る町国民権の森緑地保全地域が広がっています。 (面積約 19,000平方メー トル )

有料開園期間 4月 15日 (日 )～ 5月 13日 (日 ) (2012年度)

開園時間    午前 8時 30分～午後 4時 (通年 )

入場料 大人 500円 、中・高生 200円

団体割引 20名 以上、大人 450円 、中・高生 180円

★有料開園期間以外は、民権の森公園として無料開園

写真

比
臣
■
■
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町田ダリアロ 所管 :地域福和r部 障がい福祉課

概要 町田グリア園は、山崎町の小高い丘にあり、関東以西で最大のダジア園です。 (面積
15,000平方メー トル)赤、白、黄色など約 500品種、4,000株 の大・中・小輪のさまざ

まなグ ,アが咲き競います。グリア独特のオ

'伸

,である三色隣き、絞 り咲き、ブレン ド (1ギ

かし)な ど美 しさを楽 しむ品種や、花径 30セ ンチを超える巨大輪から 3セ ンチ程のポ
ンポン咲き品種までを一堂に集めています。

町田グリア園では、年間を通して、障がいのある方たちが、四季折々の草花を栽培 し販

売しています。

開園時間   午前 9時 30分～午後 4時 30分 (入園は午後 4時まで)

入場料 大人 (高校生以上)350円
※2011年度から中学生以下の方の入園料は無料

休園日 開同期間中無休

写真

町田リス回 所管 :地域福祉部 障がい福祉課

概要 特殊フェンスで囲まれた約 2,500平方メー トルのす り鉢状の放飼場には約 200匹のタイ
ワンリスが放 し飼いされています。直接手の平に乗せて餌をあげ、可愛らしい仕草で食
べる様子を見ることが出来ます。他にもウサギやモルモットなどとふれあうコーナーや、
かわいいリスグンズがいつぱいの売店もあります。

開園期間

開園時間

3月 ～10月 の日・祝日/午前 10時～午後 5時
12月 1日 ～12月 26日 /午前 10時～午後 3時
上記以外の期間/午前 10時～午後 4時

入場料 3歳以上小学生 200円 、中学生以上 400円

団体割引 20人以上、3歳以上小学生 100円 、中学生以上 300円

休園日 火曜 日 (祝 日の場合は開園し、次の平 日休園)、 年末年始 (12月 27日 ～1月 2日 )

6月 、9月 、12月 の第 1火曜 日～金曜 日 (2012年の場合は 6月 5日 ～8日 、9月 4日 ～

7日 12月 4日 ～7日 です)

写真
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町田えびね苑 所管 都市づくり部 公園緑地課

概要 町田えびね苑は、薬師池公園から徒歩で約 10分ほど歩いたところにあります。ラン科の

エビネが咲く4月 下旬から5月 上旬までの期間開園しています。園内では、ジエビネ、

キエビネ、タカネエビネなど約 3万株のエビネが群生するほか、クマガイツウ、クリン

ツウなどの野草も観賞できます。また、高松宮両殿下が御愛好されていたキエビネを公

開しています。

町田えびね苑のアジサイ :ア ジサイが咲く 6月 上旬には、約 ュ0日 間の無料開園をして

います。さまざまな種類のアジサイを鑑賞することができます。17種類、約 5,000株 が

植栽されています。

開園期間    4月 下旬～ 5月 上旬

入場料 大人 300円 、月ヽ中高生 100円

団体割号 20名 以上、大人 250円 、小中高生 80円

写真

七国山ファーマーズセンター 所管 :経済観光部 農業振興課

概要 七国山ファーマーズセンターは、市民の方が自然や農業とふれあうことのできる拠点施

設 として設置されています。七国山周辺を散策する際の休憩所 として利用することも可

能です。建物内には、 トイレや休憩室、講習室が設けられてお り、野菜の種や肥料など

を販売する売店もございます。なお、講習室の利用は、予約制となつています。

利用時間 2月 か ら 10月

■ 月か ら 1月

午前 9時～午後 5時

午前 9時～午後 4時 30分

入場料

休園日 月曜 日 (月 曜 日 日の場合はその翌 日)、 年末年始 (12月 25日 ～1月 10日 )

ふるさと晨具胴 所管 :経済観光部 農業振興課

概要 町田市ふるさと農具館は、町田の農業を後世に継承するため、また多くの市民に農業への理

解を深めてもらうことを目的に設置しました。農具館には、パネル館、ふれあい館、体験実

習館の 3つの建物があります。パネル館では、農業をテーマとしたパネルや写真を展示し、

町日の農業などを紹介しています。ふれあい館では、農家の人が使つてきた農機具や生活道

具を展示しています。体験実習館では、七国山地区で収穫した菜種を使い、油しばりを毎月

1回行い、ここでつくられたなたね油の販売をしています。

開園期間

開園時間

2月 から 10月 :午前 9時 30分～年後 4時 30分
11月 から 1月 :午前 9時 30分～年後 4口寺

入場料

体園日   月曜 日 (月 曜 日が祝 日の場合はその翌 日)、 年末年始 (12月 28日 ～1月 5日 )

(仮称 )票師池謝L緑地
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概要 ばたん園の南側から西端をふるさと農具館、ファーマーズセンター、東端を野津田町住
宅地、南端を生産緑地に挟まれる約 7.3haを 計画地とし、「豊かな谷戸山の自然や田園風
景を後世に継承するとともに、新しい農業を活かした地域づくりと緑地整備 (2011年 基
本構想より を して、緑地整備が計画されています

現況写真

(仮称 )革師池西公回 所管 :都市づくり部 公園緑地課

概要 薬師池公園の西側の谷戸を含む隣接地約 8.6haの 敷地に計画されている公園です。
平成 25年度には園路整備 (約 700m)、 約 8,000∬ 景観作物栽培 (ナノハナ、ツバなど)

等を行い、部分開園の予定です。

現況写真

七国山無地保全地域

概要 町田市の中心部山崎町から野津田町にかけて、七国山という標高 128.4メ ー トルの小高
い丘があります。これは、かつては頂上より相模、甲斐、伊豆、駿河、信濃、上野、下
野の 7つの国を眺めることができた山であったことから、峠にその名が付けられたとい
われています。現在、こちらは七国山緑地保全地域に指定されています。この七国山を
縦断して、鎌倉古道 (鎌倉時代に関東各地から鎌倉へ通 じる道のひとつ)が通つてお り、
石碑 「七国山鎌倉街道の碑」が建てられています。その側には、街道を往来 した旅人や
馬などののどをうるおした井戸であると言い伝えられてきた「鎌倉井戸」があり、古道
のおもかげを偲ぶことができます。

現況写真
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概要

民権の森緑地保全地域

鶴見川右岸に位置し、多摩丘陵の一角を占め、七国山緑地保全地域に連なる緑地帯です。

区域は民権の森緑地保全地域に指定され、クヌギ・コナラ等を主体とする雑木林が優占

し、林内にはベンチ等が設置され散策が楽しめます。
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1.5.課題の整理

上記の計画条件を踏まえ、七国山風致地区を中心とした薬師池公園及び周辺において、各公共
施設の連携や地域資源の最大活用により、地域の持つ魅力を高め、将来にわたって豊かな自然環
境や観光の拠点としての充実を図るために解決すべき口果題 として下記のものがあげられます。

1.地域内施設連携、一体性の不足

それぞれの施設が独自に運営 。管理を行つているため、既存の施設間の連携が弱く、地域とし
ての一体性に欠ける状況があります。また、利用者が地域内の複数施設を巡るための方策も図ら
れておらず、地域において利用者滞在時間が短い傾向にあります。

2.一 季型あるいはターゲットが狭い施設の多さ
ばたん園は開花期の春期、エビネ苑はエビネが咲く4月 ～ 5月 頃とアジサイが咲く6月 といっ

たように、特定の季節に利用者が集中し、その他の時期にはほとんど利用者が訪れない施設があ
ります。また、薬師池公園やボタン園など比較的成人～高齢者に親 しまれる施設が多い一方、子
供～若年者を対象とした施設はリス園のみであり利用者のターゲットを狭めている実情があり
ます。

3. 「遊び」の場の久如

地域には特に幼児から児童を対象とした「遊びJの場が多くはありません。子育てに励む比較
的若い家族がみんなで楽 しめる施設が少なく、長く地域に親 しんで愛着を持つてもらうべきそ う
した利用者を呼び込む方策が必要です。

4.購 買施設の不足

飲食や物品購買の場をはじめとし、利用者の経済活動が期待される場の整備が不足 しています。
既存施設におけるアンケー トによると、利用者はおいしいもの、お土産等の購買施設・機会の設
置を期待として持つていますが、現状はそれに応えられておらず、利用者の満足度向上、利用者
にとっての当該地域の魅力向上を図るうえでそうした場の設置が望まれます。

また、購買施設・機会の設置は直接的な売上といった経済効果が得られるのみならず、新たな
需要と供給の循環を生み出し、雇用を生み出し、地域に対する良好なイメージを生み出すことが
期待できます。

5。 交通アクセス・地域内移動の問題

駅 。あるいは周辺からのアクセスにおいて、スムーズな公共交通機関が整備 されているとは言
えない現況があります。アクセスの主要動線となる鎌倉街道は週末になると渋滞 し、周辺駐車場
はいつぱいになる現状があります。町田駅の地域行きのバス停はわかりにくく、バス路線、バス

停の整備も不足しています。また、施設間は住宅の間を通る細い街路を通つての行き来はわかり
にくく、安全ともいえない実情があります。このことは、将来的に地域への集客を行 う際の大き
な障壁になる可能性があります。

6.地 域の特色づくりの問題

既存施設からは地域の自然や文化、歴史を活かした地域の特色が見えてこない実情があります。
地域の特色づくりには、施設の町田らしい機能 。特色の創出のみならず、周辺地域産業を含む、
周辺地域の人々の手や思いによって生み出され、多様に発信され、利用者がそれに触れる機会を
多くしていく必要があります。

7.み どりを活用 した魅力向上

緑の基本計画にも示されている通 り、みどりを守 り、生き物と共生する場の創出、みどりによ
り安心、安全を生み出し、憩の場を提供することが必要です。また、みどりとのふれあいの機会
やノノヽどりを通した人々の交流、地域経済振興が必要です。

15



2.1.計画テーマとコンセプ ト

(1)計画のテーマ

21世紀を迎え都市の重要性は増すばか りであり、県境に対する負荷を増大させず、いかに生

活の豊かさを実現するかとい う課題は世界共通のものとなつています。

わが国では少子化とともに、急速に高齢化が進んでお り、社会の活力の維持や人々が健康で安

心して充実した生活を送ることのできる都市・地域づくりが喫緊の課題となつています。

こうした社会状況の中、余暇活動やレクリエーションの場においては、住み慣れた場所で、家

族みんなが一緒に楽しみ、遊び、安らぐことができ、子育てや、子ども達の教育、大人や高齢者

の生きがいの追求に役立つなど、人々のライフサイクルに密接に関わる役割を果たすことが求め

られます。

薬師池公園の周辺には、豊かな里山の自然や歴史、花の名所などの観光・ レジャー資源が点在

しています。しかしながら、これら資源のネ ットワークや連携による活用や充実の取 り組みは十

分には行われてきませんでした。

今後は、市内外のより多くの人々に利用 してもらえるよう、薬師池公園周辺を一つの公園のよ

うに捉え、アクセスルー トの整備や公園の拡充、自然や農地の保全など、地域の魅力をさらに高

める取 り組みを進める必要があります。

本計画は、かつて七国山の頂上付近から七つの国を見ることができたことにちなみ、薬師池公

園を中心とした「七つの国」を設定し、ハー ド、ソフ ト両面からの事業展開を図つていくもので

す。
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(2)基本コンセプト

上位計画や現状のp果題を踏まえ、本計画の基本コンセプ トを以下のように設定します。

観光の拠点 としての一体性の構築

地域にJ点在する施設を一つの公園のように捉え、地域全体として統一された情報の発信を行い、
各施設の機能が相互に連携 し一体性を高めることで魅力を増 し、地域内を一 日かけて巡 り、さ
まざまに楽しめるようにします。

昼も夜 も雨の 日も、四季折々一年 を通 して楽 しむことができる場

昼も夜も雨の日も、年間を通 して楽 しめる施設、草花等を配し、いつでも地域内のどこかに目
玉があり、お年寄 りから子供までの全年代に渡る「遊び」「喜び」「癒 し」「休息」等の幅広
い要求に答える地域とします。

施設個々の魅力向上 と町田を発信するソフ ト事業の継続展開

既存施設の魅力を維持しつつ、機能向上 。拡充あるいは新たな機能の付加により、遊び等のさ
まざまな要求に答える施設群、飲食物販等幅広い選択枝を長供 します。

また、ソフ ト事業として他にはない町田らしいイベン ト、催 し物の提供を通 して常に活気のあ
る地域とし、町田の印象を高める継続的発信を行います。

地域へのアクセス、施設間のスムーズな回遊性の実現

駅や自動車からのアクセス性 と施設問移動を改善し、行きやす く・巡 りやすく、利用すること
が楽しい交通・サインシステムを導入 します。

利用の核 となる拠点の整備

利用者の集合離散の集中を図る場として、その時の地域での見どころなどの情報を一括で得ら
れる利用の拠点をつくります。

町田市民の参カロ。交流による相乗効果の醸成

地域物産の販売や、農業体験施設の支援等、町田市民によつて支えられ共に発展する参加・交
流型地域を目指 します。

里山景観 。眺望、みどりを活か した地域づ くり

地域に残された貴重なみどり、里山景観や特徴的な眺望を活かしつつ、樹木や草花、自然 と人
との中間に位置する農をうまく取 り入れ、みどりを活かし、愛着を持つてもらえるよう、そこ
で人々の交流が生まれる事業展開を図ります。
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基本コンセプ トと課題の関係図

1.地域内施設連携、一体

性の不足

観光の拠点としての一体性の構築

地域に点在する施設を一つの公園のように捉え、地域全体とし

て統一された情報の発信を行い、各施設の機能が相互に連携 し

一体性を高めることで魅力を増 し、地域内を一 日かけて巡 り、

さまざまに楽 しめるようにします。

2.一季型あるいはター

グットが狭い施設の多さ

昼も夜も雨の日も、四季折々一年を通 して楽しむこ≧ができる

場

昼も夜も雨の 日も、年間を通 して楽 しめる施設、草花等を配 し、

いつでも地域内のどこかに目玉があり、お年寄 りから子供まで

の全年代に渡る「遊び」 「喜び」「癒 し」「休′自、」等の幅広い

要求に答える地域 とします。

3.「遊び」の場の欠如

施設個々の魅力向上と町田を発信するソフ ト事業の継続展開

既存施設の魅力を維持 しつつ、機能向上・拡充あるいは新たな

機能の付加により、遊び等のさまざまな要求に答える施設群、

飲食物販等幅広い選択枝を提供 します。

また、ソフ ト事業として他にはない町田らしいイベン ト、催 し

物の提供を通 して常に活気のある地域とし、町田の印象を高め

る継続的発信を行います。

」
　

」

4.購買施設の不足

地域へのアクセス、施設間のスムーズな回遊性の実現

駅や自動車からのアクセス性 と施設間移動を改善し、行きやす

く・巡 りやすく、利用することが楽 しい交通・サインシステム

を導入 します。

5.交通アクセス・地域内

移動の問題

利用の核 となる拠`点の整備

利用者の集合離散の集中を図る場として、その時の地域での見

どころなどの情報を一括で得 られる利用の拠点をつくります。

―
―
―
―
―
コ

6.地域の特色づくりの

問題

町田市民の参加・交流による相乗効果の醸成

地域物産の販売や、農業体験施設の支援等、町田市民によつて

支えられ共に発展する参加・交流型地域を目指 します。

7.緑を活用 した魅力向

上

里山景観・眺望、緑を活かした地域づくり

地域に残された貴重なみどり、里山景観や特徴的な眺望を活か

しつつ、樹木や草花、自然と人との中間に位置する農をうまく

取 り入れ、みどりを活かし、愛着を持つてもらえるよう、そこ

で人々の交流が生まれる事業展開を図ります。

課 題 解決の方向性
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(3)利用者ターゲット

観光地に出掛ける人たちはどのような動機を持つている
でしょうか ?「季節の花を観賞 したい !」 「こどもを遊ば
せたい、遊びたい !」 など、明確な動機を持っている人、
そオしから「休 日だけど、 どこか面白いところはないかな =P」

「仕事でちょっと疲れたけど、癒される場所はないかな ?」

など、明確ではない期待を持っている人がいます。
前者の動機を十分に満たし、後者の期待に予想以上に

答えることで、地域のファンになってもらえる、ずっと愛着
を持つてもらえる地域を目指 します。

利用者ターゲットを特定の年齢層や特定の目的を持つた

人たちにあえて絞らず、老若男女、利用者それぞれが
オーダーメイ ドの楽しみ、喜びをつくり出すことができる
幅広く、奥の深い地域を目指 します。

◆・ ・・・

利用者ターゲット

(4)目標訪問者数

地域の目標訪問者数は、設置する施設、駐車場や トイレ等の施設規模や数、あるいは交通手段
整備等を検討するための基礎的な数値 となるばかりでなく、「利用者が混雑に困難を要さず快適
に地域を利用できる」、「周辺住民に迷惑を及ぼさない」、「地域産業におけるマーケティング」
等を考えるうえで重要な基礎的数値 目標となります。

七国・薬師池地域では、目標訪問者数を年間利用者数の実績値及び各施設の敦地面積に基づい
て以下のように設定し、その目標に見合つた整備、体制づくりを進めていきます。

既存施設名
敷地面積

(ピ )

年間利用者数

(2010年実績 )

薬師池公園 102,700 482,554

町田ばたん園 16,000 35,658

町田えびね苑 50,000 7,026

町田リス園 7,700 110,766

町田グリア園 15,000 8,570

ふるさと農具館 27,278

ファーマーズセンタ
18,202

合計 690,054

だ当たりの既存施設利用者実績平均数
=690,054/191,40 ≒ 3.61人/だ

①

　

　

②

③

年間集客目標数

最大日利用者数

=①+③ ≒約 100万人
三約 100万人×1/100(最大日率

計画施設名
算定面積

(敷地面積/2)

利用者目標数

(算定面積×②)

薬師池北緑地 36,500 131,765

薬師池西公園 43,000 155,230

合 計 286,995

19
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3.1..基本計画案

(1)「センターハウス」と「3つのゾーン」の設定

利用者の集合離散及び地域内回遊の起〕点となる施設を、地域のコアとしてアクセスの主動線に
ほど近い施設鎌倉街道沿いの図に示す位置に設定しました。

また、地域内の地形や保 1・
全林、斜面林等の自然環境 ■

配置 。構成及び既存施設の

現在機能及び機能強化の

可能性を鑑み、地域全体で
の機能分担、バランスを考

慮 しつつ、地域内各所の特

色を明確化することが必

要なことから、地域内を利

用者への提供できる機能
が異なる3つのゾーンに

設定しました。

=▼●●

い
い
コ
い

BB

I   Ⅲ一 |、 「ァ F

センターハウス
駐車場や飲食・物品販売、休憩所、 トイレ、インフォメーションセンター、バ
スターミナル等の地域の中心複合施設を配置します。

地域のコア
利用者がさまざまに工感

イベン トを配置 します。

で感 じ、楽しむことができる集客を中心とした施設・

花と農に親 しむ

ゾーン
利用者が花を愛で、農に触れ、親 しめるさまざまな仕掛けとしての施設・イベ

ン トを配置 します。

自然と歴史・文化の

融合ゾーン
貴重な谷戸の里山景観を活かして、自然に親 しみながら地域の歴史・文化に触
れることができるゾーンとします。

ブー ン名 内容
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(2)動線計画

動線計画では、自家用車やバス等で地域へのアクセスを行 ういわば「地域へのアプローチ動線」、

地域内をパーク トレイン等で周遊する「地域内周遊動線」、地域内を徒歩や自転車で繋ぐ「歩行・

自転車動線」について検討を行い下図のとおり設定を行いました。

卜、

ヤ

′
ＬＩ

、ff'

南側の町田駅周辺及び東名高速道横浜町田 ICか らのアクセス、北側の多摩市方

面や東側鶴りII周 辺からのアクセス、あるいは西側の相模原市や横浜市からも同様

に、地域を南北に貫通する鎌倉街道を経由し、当該地域にアクセスすることが想

定されます。

地域への

アプローチ動線

地域内

周遊動線

地域内は定期的にスケジュールされた交通機関の設置により、西公園と北緑地を

結ぶルー トを中心に動線が構成されると想定できます。

歩行動線
現状の各施設へのアクセスに利用される動線を考慮すると、図のように一部、住

宅地を貫通する動線が主動線になるものと想定できます。

内容

“

力線イI
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(3)「七つの国」の設定及び事業展開

当地域が昔、七つの国を見渡すことができたことから七国山と名付けられたことにちなみ、各
施設を「七つの国」として設定し、今の機能を活かしながら、それぞれ特徴ある施設、機能、イ
ベン ト等を配置 し各施設の特徴を明確化すると同時に、ネットワーク化を図 り地域 としての一体
化、魅力の向上を図ります。

ヽ

七つの国配置図

木の日

上の目
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水の日

(薬師池公園)

薬師池の拡がる水面に映る四季の移ろいを感 じながら、連や菖蒲、ウメやア

ジサイをゆつたり楽 しめる国とします。また、池上のステージや芝生広場で

のイベン ト開催により 1年を通して楽 しめる国とします。

月の■
(町田ボタン園)

牡丹、シャクナゲの花を楽しみ、ソバに舌鼓を打ち、眺望のよい丘の上の足

湯で癒されるゆつたりとした時間を過ごすことができる国とします。

Hの目
(町田えびね苑 )

広大な林を縫 うようにつくられた林間アスレチックでスリルと興奮を感 じ

つつ、風を感 じ、体をいつぱいに動かし五感で自然とふれあえる国とします。

光の■
(町田ジス園)

リスを始め小動物とふれあい、生命のあたたかさ、豊かさに触れ和み、未来
への光となる優 しい気柱ちを育むことができる国とします。

火の日
(町田グリア園)

色鮮やかに燃えるように咲くダリアを愉 しみながら、思い思いに花々を選

び、買い求めることができる国とします。

木の日

((仮称)薬師池西公園)

谷戸の里山の木々に囲まれながら、花摘み草花園や収穫体験農園などで農に

触れ、収穫の喜びを体験できる国とします。また市の花の供給拠点として色

とりどりの花々を楽しめる国とします。

上の日

((仮称)薬師池北緑地)

農業見本園でプロの指導で本格的農業体験ができ、収穫物でバーベキューを

楽しめる土と触れることができる国とします。また一面に広がる景観作物の

景観を楽 しめる国とします。

国のコンセプ ト国 名
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(4)テーマの配置

「七つの国」にはさまざまな魅力を配置するべくテーマに沿つた事業展開を行い、地域全体がい
わば宝石箱のように色とりどりの輝きを放ち、利用者それぞれが思い思いの楽しみ、喜びをつく
り出すことができる複合的かつ重層的な機能を備えた地域を目指します。

「 うた

l  i

/

テーマ配置図

上の目

木の田
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フットパスをたどつて森林浴、足湯でゆつたり、林間アスレチックで

体をおもいつきり動かすなど、心身の健康増進 と美容に役立つ施設や

メニューを用意 します。

一年を通して毎月どこかのエリアで季節の花の見どころが生まれま

す。咲き誇る草花や一面に広がる景観作物を楽しめます。

子供達が安心、安全な環境で体を動かして思い思いに楽しめる遊びの

空間を作 ります。

③
小動物や昆虫とのふれあい体験や里山の自然を活かした野遊び体験、

野鳥など自然観察などができます。

手軽な収穫体験から本格的な農業体験まで幅広く、初心者から上級者

まで利用者の要望に応える農業体験施設を展開します。

地域の農作物などを使つて町田らしい食の提供、いろいろな味が楽し

めるフー ドコー ト、景観を楽しめる展望レス トランなど利用者のお腹

の要求に答えます。また、バーベキューができる施設も設置 します。

地域の特産品や農作物、花花、オリジナルグンズや福祉施設との連携

によるお店なで買い物ができます。

地域の歴史、文化、それぞれの施設の特徴を生かしたイベン トを地域

で連動 しながら行います。地域内のどこかはいつも特別な時間が流れ

ます。

テーマ内容ァ ー マ
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(5)事業構想

薬師池公園 水の国
物

花

き

食

催

生
園路、広場、施設等改修
池浚渫及び池浄化システム整備
イベントスペース、舞台設置 (仮

設)

桜・紅葉のライ トアップイベン ト

夏のキャンドルナイトイベント

各地方のお祭りの誘致

梅まつり

花菖蒲まつり
ほおずき/あ さがお市
大賀ハス祭り

観連会

菊花展

イベントスペース、舞台を使つたイ
ベントの継続開催

町田ばたん園 月の国
花
麟
食
催

食事施設・休憩所設置
足湯施設整備

ボタン鑑賞会、花柄摘み
冬ボタン展
ユズ湯等の変わり湯 (足 易)

町田えびね苑 風の国

遊

健康

花

生き物

催

園路、広場、施設等改修
フォレス トア ドベンチャー施設設

置

昆虫の森整備

フォレス トア ドベンチャー体験、レ
ベルアップイベン ト

山野草観察会

昆虫観察会、昆虫写真実践講座

町田リス園 光の国

物き

遊

催

生

園路、広場、施設等改修

動物園裏側ガイ ド

生き物写生会
アニマルセラピー

町田ダリア園 人の国

花

市

催
園路、広場、施設等改修

ダリア祭 り

ブルーベ リー手づ くリジャムの体

験会

(l反称)

薬師池西公園
木の国

花

農

催

農の体験施設整備 (花摘み草花園、
収穫体験農園、レス トハウス等)

花のまちづくり拠点整備

梅林の創出

自然観察路整備

花摘み

収穫体験

収穫祭、芋煮会

田植えl本験

樹林ガイ ドウオーク

(l反称)

薬師池北緑地

ファーマーズ

センター

ふるさと農具館

上の国

花

農

食

催

体験農園整備 (農園、休憩施設等)

バーベキュー施設設置
自然観察路整備
ファーマーズセンター、ふるさと

農具館改修
えびね苑移転

農業 l本 験

昔の農具体験会

収穫バーベキュー大会

作物コンテス ト

菜種絞 りl本験

民権の森

緑地保全地域
健康 自然観察会

七国山

緑地保全地域
健康 自然観察会

地域にお1)る

位置
事業構想

ァ ー マ
ハー ド事業 ソフ ト事業国

_し ン)υヮ

丘の駅

食

市

催

センターハウス (イ ンフォメーシ

ョンセンター、売店、フー ドコー

ト、レス トラン、駐車場、バスス

テーション等の地域観光・レクリ
エーションの拠点)整備

地域ガイ ド養成講座

町田味自慢コンテス ト、ご当地弁当

販売

地域イメージアップィベン トの適

宜開催

地域共通

域

通

地

共

地域内移動手段 (パーク トレイン

馬車等)設置地域共通サイン設置

施設連絡通路の整備

起点から保全林、各園を結ぶフッ

トパスルー トの設定・整備地域ホ
ームベージ、イベン トブログ開設

トレイルラン

里山、鎌倉古道、歴史ウオーク

地域内スタンプラリー

地域魅力向上アイデアコンテス ト
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(6)構想図

凡例

☆lm光風■として協力依頼 ★0体験水田

★2バイオマスポイラー足濁 ★9花のまちづくり拠点

★3農鼻体験農田      ★10南口駐車場

☆4市民風■        ★11レス トハウス

★5第二構林・悔祭 り会場  ★12シ イタケロ (丘の駅に出荷 )

★6収穫体験農田      ★13第二花摘み車花四

★7第一花摘み卒花口    ★11"台

れ
，

0・ /

″
れ ヽ

上の目
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