
｢みんなで始めるまち育て」第3回勉強会（まち歩き）

○日時：平成２４年10月23日（火）　　１３：１５〜１６：３０
○場所：別紙のルート（配布資料①）
○参加者数：２６名（コーディネーター他16名）

【ワークショップ内容】
　
　　１．開催

つくば都市交通センターより、まち歩きについての資料説明及び注意事項等の連絡。

　　２．ワークショップ内容

　これまでの勉強会でみなさまから提案のあった中から、地域資源の１３ヶ所をまち歩きの
ポイントとし、実際に徒歩とバスで巡り、葛城地区の地域資源を再認識、再発見をする勉強会。
　当日は、みなさまにルートマップ（配布資料①）とチェックシート（配布資料②）を配布し、
視察しながら気付いたことや、提案、感想など自由に書いていただいた。

　　３．まち歩きワークショップの様子

市役所前に集合し、まずは地区公園目指して、徒歩にて出発です。 

TXの高架下をチェック！ 

古民家・つくばスタイル館を見学 



・つくば在住３３年目となりますが、あまり地元つくばを知らず、改めて驚きました。 
 これを機会につくばを歩き回りたいです。 
・知らないところ、いつも通っていても気付かなかったところなど興味深く見学できて 
 とても楽しかったです。 

・とてもよかったです。ありがとうございました。 

・良い経験ができました。次回が楽しみです。ありがとうございました。 

 蓮沼川周辺では、 

 弁天様のある場所まで行きました。 

八坂神社では、モニターの方の計らいにより、

宮司さんにお会いでき、ありがたいお話を聞く

ことができました。 
 

参加されたモニターの皆様の感想   
～チェックシート感想欄より～ 

 多くのモニターの方のご参加により、UR都市機構からバス２台を借りて、地域資源１３ヶ所を 

めぐり、賑やかにまち歩きを行うことができました。 

 当日は、お天気が不安定でしたが、皆様のご協力で遅れることもなく、予定通りの行程で 

進むことができました。 

 また、実際に現地を視察して、地域資源の再発見や、課題等のご意見もたくさん出ましたので、 

今後の勉強会に役立てていきたいと考えています。 
 不行き届きな点も多数あったかと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。 
 

～たくさんのモニターの方にご参加いただきありがとうございました～ 

スタッフ感想 



配布資料① 



 本日の視察のポイント

該当箇所・事項 現 状

　  視察のポイント 事務局・専門家による提言やアドバイス

13:15集合 　オリエンテーション

13:30
出発

① 市役所
「まつりつくば」のイベント会
場などで利用されている。

・市役所エントランスは？
・研究学園駅から市役所へ
至るアクセス、動線はどうだ
ろうか？（賑わい・拠点性）
・駐車場も含めた休日の利
活用を考えても面白い。

②
つくばエクス

プレス
鉄道高架下

高架下の利活用（市民
活動の場として）

現在は、一部駐輪場等に利
用されている。

市民活動の場としての利
用可能性を検討

③ 駅前公園

・年に数回、イベントやフェ
スタ等が開催されている。
・芝生広場、緑が多く広々と
している。
・池にはたくさんの野鳥がい
るが保全管理が必要。
・毎朝、ラジオ体操が実施さ
れている。

・活用エリアを区分した積極
的な利活用を検討
・公園の樹林、千本桜、根
崎の屋敷林の樹林帯、公園
内の池と調節池を連続さ
せ、野鳥や両生類等の生息
環境をつくる。

④
古民家

つくばスタイ
ル館

日常的なプログラムを
組んでみてはどうだろ
うか（例えば、運動な
ど）

・休憩や見学のほか、お茶
会やセミナーなど各種の催
しに無料で利用できる。
・「使い勝手が良くない」、
「利用方法がわからない」等
の意見が多くみられたよう
に、市民には有効に利用さ
れていない。

地域の人々の活動拠点と
して活かす。

14:00

⑤
千本桜

調節池

・遊休地の活性化
・花菖蒲園への変身
・とんぼ、ホタルの棲息
地に！
・千本桜のメンテナンス
をどうやっていくか？

・千本桜事業（H18～24予
定）による桜の植樹（県、
市、まちづくり協議会、小学
校、保育園、企業等の参
画）
・調節池は現在整備中
・たくさんの野鳥がいる。
・駅への至近性、地区公園
との水と緑の連続性の観点
から、重要な自然空間で
ある。

⑥

・千本桜の植樹
・2号近隣公園及び調節池
は現在整備中
・弁天様の御神木は樹齢
300年
・⑤、⑥は水と緑のネット
ワークの一部となる重要な
空間である。
・多自然型の川づくり
・弁天様へのアクセスが悪く
改善が必要

蓮沼川周辺

2号近隣公園

調節池

弁天様

・花菖蒲園への変身
・とんぼ、ホタルの棲息
地に！
・川沿いを散歩コース、
ジョギングコースとして
歩きやすく、快適に！
・草むしりや沿道の花
植えなどをすればもっ
と良くなると思う。

時間
（目安）

No

・野外コンサート等
・様々なイベントでの利
用（食のお祭り（4/29）
のようなイベントに活
用）
・公園内の池を環境資
源として育成、保護
・野鳥の餌場として
バードウォッチングがで
きる公園
・健康増進活動の提供
とリタイア組に対する交
流の場づくり
・都内からの住民も増
え、気軽に集まるきっ
かけになれば良い

写真・地図等
視察メモ・感想

（提案の実現に向けてどのよ
うな課題がありそうか等）

みなさんから出
された提案事項

市役所通り、広大な駐
車場を含めた活用（休
日等の利活用、公共的
なイベントや市民イベン
ト、催し物等）

気づいたことなどご自
由にご記入ください 

★高架下の 
利活用提案 

★イベント、地域

交流、健康増進の

場 

★駅至近の樹木林、

池、隣接する調節

★河川沿いの快適な歩行

者環境づくりのために

は？（おさんぽ、ジョギ

ングコース） 
★下草刈り、千本桜の維
持管理 

★スタイル

館の利用の

★上記と一帯

となった水辺

空間、桜並木

プロムナード

として創出し、

育てていくた

配布資料② 



該当箇所・事項 現 状

　  視察のポイント 事務局・専門家による提言やアドバイス

時間
（目安）

No 写真・地図等
視察メモ・感想

（提案の実現に向けてどのよ
うな課題がありそうか等）

みなさんから出
された提案事項

移動時間　約15分 ★ここまで見てきた箇所を整理してみましょう。

⑦ 八坂神社

・葛城、研究学園地区の氏
神様
・500年来の伝統、歴史があ
り、風情がある。
・地域のお祭りがある。
・神社の裏に史跡がある。
・境内が小野川の水源
・旧道の名残、古い農家集
落と旧家、苅間神田屋敷
等、周辺には歴史的資産が
数多く存在する。
・歴史文化遺産マップの作
成、案内板の設置等により
地域資源を知ってもらう。
・新旧住民による祭礼継承
・小中学校等の校外学習

⑧
公共緑地
予定地

・ＮＰＯ団体が現在大規模
緑地で実施している「オオム
ラサキの棲む里山づくり」活
動の一環として、オオムラ
サキ飼育の場として活用し
たいとの申し入れがある。
・不法投棄等が懸念され
る。
・四季の自然にふれあえる
散策路、フィールドアスレ
チック、火気の使える杜の
生活体験の場として検討
・ＮＰＯ等と連携した地域
の活動拠点となるよう検討

15:00

⑨

研究学園駅
駅前広場

～

・駅前広場に面した飲食店
舗
・広幅員の歩行者空間
・筑波山を望むことができる
シンボルロード
・植栽帯、ベンチ等の整備
・まちづくり協議会等が中心
となって、イルミネーションイ
ベント等を開催している。
・朝の路上清掃が実施され
ている。

葛城駅前広
場線

・駅前広場、広い歩行者空
間等のスペースの活かし方
を提言していこう！
・例えば、店先でのオープン
カフェ、地元生産者からの
食材マーケット、収穫祭や
四季折々のイベント等
・駅前から筑波山方向の見
通し（ビスタ）を確保する。
・植栽（街路樹、花壇等）
やベンチ等の設えは？

⑩ 1号近隣公園
・旧高速周回路用地(JARI)
内にあった桜並木が残って
おり、春になるときれい。

※工事中の場合、
見られない可能性
があります。ご了

承ください。

・筑波山への借景を活かす
・桜並木を活かした桜の公
園を創出
・花見の時期に桜まつり
等の開催

・近隣住民、市、民間、
大学（野外サークル活
動）などの協働によって
整備して、ミニアスレ
チックコースやプチ野
外活動場、オリエン
テーリングなどのミニプ
ログラム実施等で利用
できないだろうか（駅前
公園とは違うタイプの
公園にする）。
・木を利用したフィール
ドアスレチックを作る。

・つくば駅で行っている
光の森と同じイルミ
ネーションを駅前から
イーアスまで設置した
ら上品な街並みになり
そう。
・駅前の道路の歩道は
広く、長さもあるので、
飲食関係の出店イベン
ト等はこの辺りを利用
して手軽にできないだ
ろうか。
・ホテル等との協力で
まちぐるみのイベントや
市民の憩いの場として
の活用を！

・このエリアの他の史
跡等を改めてまわって
みても良い。
・まちあるきイベント等
で寺社、地域の古いも
のを知る機会をつくる。
・地域を知ることが重
要。“かつてここはこの
ような場所だった”とい
う地域の履歴を残す方
策を考え、地歴をまち
づくりに活かす。

★旧街道筋（地域の

履歴、周辺の歴史文

化資源） 
★地域のお祭り、中
世の歴史文化のある
場所 

★雑木林での自然観

察、自然保護活動、

火気も使える公園等

の提案 

★研究学園駅から至

近で、緑豊かな公園 

★花や緑を用いた修

景、花づくり活動等

の発展性 

★店舗前の空間、広

い歩行者空間の活用 

★筑波山を望むこと

ができる場所 

★駅前シンボ

ルロードから

の連続性、並

木道、眺望 



該当箇所・事項 現 状

　  視察のポイント 事務局・専門家による提言やアドバイス

時間
（目安）

No 写真・地図等
視察メモ・感想

（提案の実現に向けてどのよ
うな課題がありそうか等）

みなさんから出
された提案事項

15:40
発

イーアスにて
休憩

　★ここまで見てきた箇所を整理してみましょう。

⑪ 整備前空き地

・ひまわり畑にしてはど
うか。
・スポーツ施設等、健
康的な生活をサポート
するような施設があれ
ば・・・

・現在、大規模な空閑地と
なっている。
・低炭素モデル街区として
の整備が今後進められる予
定（住宅地、公園、小中学
校等）。

・大規模な開発であるため、
建築までの間の暫定的な活
用方策を検討（花畑、貸農
園等）。
・イーアス北に位置する大
街区内の建築物への配慮
（駅前から筑波山への見通
しが確保されるように）

⑫ テーダ松並木

・松の巨木、並木が素
晴らしい。市民に心の
ゆとりを持ってもらえる
ように、周囲にもたくさ
んの緑をつくり、維持し
てほしい。
・隣接する調節池は花
の池として整備してい
きたい。
・とんぼ、ホタルの棲息
地に！

・2宅地にそれぞれ10数本
・葛城地区内各地から、印
象的な並木が見え、ランド
マークとなっている。
・筑波山への眺望が得られ
る。
・隣接する調節池には千本
桜及びアジサイの植樹がさ
れているが、雑草も多く育ち
にくそうである。
・おすすめのウォーキング、
ジョギングコースでもある。

・地域の資産として保存を
検討
・“葛城地区八景”のひとつ
として推奨
・千本桜運動を継続していく
ために、樹木にナンバー表
示と植えた人のネームプ
レートをつけ、今後の維持
管理を協働して行う。

⑬

愛宕様・権現
様

面野井の
集落

・地域を知ることが重
要。“かつてここはこの
ような場所だった”とい
う地域の履歴を残す方
策を考え、地歴をまち
づくりに活かす。

・蜂の巣公園から東南に延
びる細い道路（6尺道路と呼
んでいる）は、散歩道として
も利用されている。
・道を挟んで火の神様と水
の神様が奉られている。
・面野井の集落近くにも木
立の中を通る散歩道があ
る。
・地域の人たちによる手入
れも行き届いているようだ。
・面野井古墳群では舟形木
棺跡が確認されている。

・歴史文化遺産マップの作
成、案内板の設置等により
地域資源を知ってもらう。

16:15 ① 市役所

本日の視察
のまとめ

【メモ】

16:30 閉会 ・次回勉強会のご案内 おつかれさまでした。

木道、眺望 

★空閑地の利

活用提案（暫

定的な利用） 

★松並木と筑波

山への眺望 

★隣接する調節

池、千本桜・ア

ジサイ植栽 

★地域で守り継

がれてきた火と

水の神様 
★地域活動（道
路の手入れ） 



平成 24年 10 月 23日 

 

「みんなで始めるまち育て」 

次回（第 4 回）勉強会について 

 

 

日時：平成 24年 12月中を予定 

   （詳細は後日、ご連絡いたします） 

 

 

内容：①地域資源マップの完成 

前回（第 2回）のワークショップ（グループごとの話し合い）と、 

     今回（第 3回）のまち歩きをもとに地域資源マップを作成し、 

皆様にお示しします。 

 

   ②葛城まちづくりビジョンについて 

     上位計画・規定計画を整理し、当勉強会における地域資源情報及び

専門家からの提案等に基づいてまとめる葛城まちづくりビジョンの

骨子についてご説明いたします。 

 

 

配布資料③ 


