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生駒市って、どんな街？

大阪府と京都府に接する奈良県北西部に位置し、
人口は約12万人、面積は約５３km2のみどり豊かな住宅都市

1.大都市近郊のベッドタウン
・大阪中心部から約20分
・京都中心部から約45分
・大都市好通勤圏のベッドタウンとして
昭和30年代から発展してきた

2.自然豊かで歴史のある街
・生駒山系の豊かで多彩な自然環境
・宝山寺をはじめとする歴史文化のある街
・生駒市全域を景観計画区域に指定

3.育マチ、生駒
・子育てしやすい自治体

関西３位県内１位
日経BP総研「ヒト・カネ・モノで見る自治体子育て
ランキング2017」

・治安の良さ 関西1位
平成28年度人口10万人都市比較

育マチのための事業
★妊婦健康診査費用を14回まで補助
★長時間預かり保育
★中学生まで通院・入院費助成
★小学1年生から英語教育など

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園
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複合的な緑の環境づくりが必要

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園
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鹿ノ台地区全体
「住宅地の緑化・花飾りを促進する」地域
鹿ノ台地区周辺緑地

「市街化区域内樹林の都市林化、市民緑地化によ
る保全・活用を目指す」

参考文献：生駒市緑の基本計画

生駒市

鹿ノ台地区

生駒市の緑被率

参考文献：生駒市緑の現況調査（平成21年3月）
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１９９７年
南遊水池
開発

２０００年
東遊水地
開発

２００２年

学研奈良登
美ヶ丘駅
（2006年完成）

1975年
宅造完成

鹿ノ台の開発履歴： 昭和50年代から販売開始、調整池の宅地化、地下鉄延伸、
関西文化学術研究都市（京都・大阪・奈良）、R163高規格道路建設中
開発事業者：伊藤忠不動産株式会社

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園



鹿ﾉ台地区の概要：
総面積 １２２ha ２８００区画 計画人口１万人

地区人口 昭和５２年入居開始 約８０００人

周辺緑地面積 １２ha（生駒市所有）

公園面積 ７ｈa（近隣公園２・街区公園１２）

教育施設 （保・幼・小・中） 電柱の位置は区画内

宅造地形 段差７５ｍのひな壇区画 平均７０坪

街区道路 緩やかな曲線で１６ｍ、１２ｍ、１０ｍ、６ｍ

全１１自治会〔鹿ノ台自治連合会〕＋各種委員会

集会所 東西南北４箇所＋鹿ノ台いきいきホール

65歳以上40％郊外型開発地 エリアマネージャーで景観管理

選択される街へ：
◆四季彩の街 鹿ノ台

活動団体⇒ECOKA委員会・フローラ鹿ノ台・違反広告物追放
推進委員会など

◆セキュリティ-の街 鹿ノ台

活動団体⇒青色防犯パトロール委員会・鹿ノ台自主防災会・地
域安全推進委員会など

◆コミニティーの街 鹿ノ台

活動団体⇒いきいきホール運営委員会・桜美会、各種団体の世
代を超えた交流・文化芸術系クラブ・スポーツ系クラブなど

四季彩の街 安全安心の街 交流の街 福祉の街

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園
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様々な景観づくりの法体系
景観づくりの手法（制度の活用）：３０年間のエリアマネジメントで景観管理

●地区計画制度（都市計画法１２条）：【住民発意 】鹿ノ台地区計画（生駒市平成３年施行）
地区の整備・開発及び保全に関する方針：
地区整備計画：
敷地面積、用途、色彩、屋外広告物、生垣外構植栽など

建築協定（建築基準法６９条）
緑地協定（都市緑地法４５条）
景観地区（景観法６１条）
景観計画（景観法８条）
景観協定（景観法８１条）
生産緑地制度（生産緑地法）緑豊かなまちづくりに向けた「都市と緑の質的展開 緑化保全 緑化促進など」

●奈良県親切・美化県民運動実践モデル地区認定（平成３年）：
活動：花壇６ヶ所の花植え年2回と年間維持管理、地区内一斉清掃を毎月第一日曜日年１２回、

奈良県クリ―ンアップキャンペーン実施、資源ごみ回収事業化（活動資金）

●奈良県景観住民協定（奈良県景観条例１９条）平成２２年認定：鹿ノ台花づくり住民協定
活動：花壇の維持管理・緑地整備・違反建築パトロール・屋外広告撤去など

●ＥＣＯＫＡ委員会【エコロジー鹿ﾉ台】の活動概要：
＊違反建築物のパトロール
＊違反広告物の除却
＊緑地への不法投棄ゴミの集積回収
＊緑地・街路樹等の維持管理・植樹（１５００本以上）・交流イベント・環境教育体験学習・山田川清流美化

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園
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＊奈良県景観住民協定
（奈良県景観条例１９条）

＊平成22年鹿ノ台花づくり住民協定 ６ヶ所の花壇の土床づくり、花植え、水やり、草抜きなど
子供たちも参加して維持管理（自治会美化委員 約100名）

年２回花壇の花植え〔親切美化県民運動〕

沿道花壇の維持管理事例 公園文化の集いin平城宮跡歴史公園
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4月 チューリップ５０００株

５月 ジャーマンアイリス200株 6月 百合300株 10月 ヒガンバナ200株

＊鹿ノ台オープンガーデン
民地250坪に四季折々の花で飾る

＊地元の保育園・幼稚園・小学校・福祉センター
地域住民など年間を通して賑わう

＊健康的にいきいきと暮らせる住民のQOL
＊街区に付加価値・街の魅力を次世代へ
（第29回緑の環境プラン大賞受賞）

未利用地の活用

沿道花壇の維持管理事例 公園文化の集いin平城宮跡歴史公園
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Before After

生駒市立鹿ノ台小学校

整備事例

＊芝生化事業８０００㎡・芝生の維持管理
＊死角排除の学校林整備・公園との一体化・連続性

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園



枝打葉刈完了
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公園文化の集いin平城宮跡歴史公園整備事例

鹿ノ台中央公園の景観
＊ヒコバエは株元から丁寧に切り取る
＊高さ３ｍ以下の枝を切り取り、死角をなくす安全な公園
＊丁寧な作業で、ヒコバエが生えなくなる
＊鹿ノ台中央公園は、2日間延べ5000人を超える参加者、打上げ花火の観覧納涼祭会場

死角・風通
枝打葉刈完了
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胴吹き枝を伐ろう

＊沿道景観の保全 ユリノキとヒラドツツジの補植
＊幹高２ｍ以下の枝・胴吹きを切り、連続した視点づくり
＊ヒラドツツジの高さ１ｍ、かまぼこ型剪定、連続性、整合性

整備事例 公園文化の集いin平城宮跡歴史公園

鹿ノ台中央通りの街路樹
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公園文化の集いin平城宮跡歴史公園都市施設の維持管理事例

緑のパトロール
鹿ノ台中央通りの植樹帯のヒラドツツジの補植、街路樹「ユリノキ」
の再生、中央公園の植樹祭、小学校グランドの芝生管理8000㎡など、
良好な街並み景観と潤いのある空間創生に努めている（環境省受賞）
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【１】周辺緑地整備/緑化推進活動
＊開発から４０年ジャングル化した緑地
＊緑地の機能回復・緑の保全・創造・植樹
＊街並み景観と調和した沿道景観の形成
＊都市とみどり・緑化保全・緑化推進など（国交省）

【２】環境教育活動とイベント活動
＊幼稚園や小学校の森林環境体験学習
森の多面的機能

＊椎茸栽培・森林ウォーク・お花見会・芋ほり体験・
防災果樹園・ホタルの放流・菜園の朝市

【３】成果
＊年間活動の延べ人数：約1300人/年
＊植栽総数：約１５００本
＊桜とナノハナの饗宴・沿道修景の完成
＊イベントを通し魅力再発見・交流でQOLの向上
＊多面的なネットワーク・つながり・拡がり

第６緑地

第３/４緑地

完成イメージ

第１０緑地

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園緑地の整備方針：概要
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【1】周辺緑地整備/緑化推進活動
＊第1緑地～第12緑地（12ha)
間伐・枯損木処理・管理道・雑草木刈・不法投棄ゴミ集積

＊侵入竹林の皆伐
＊樹木の植栽（桜・モミジ・椿・梅・カシ・タイザンボク
コブシ・ハナミズキなど）

＊防災果樹園（クリ・柿・ミカン・梅など秋の収穫祭）
＊権谷川の不法投棄ごみ回収・ホタルの放流
＊街路・歩道の補植（ヒラドツツジ・ユリノキ）
＊高齢者の健康増進・地域社会・社会参加への貢献意識
＊桜とナノハナ、コスモス、スイセン、ヒガンバナなどで
沿道景観の修景 雑草木刈後の完成景

遊歩道・管理道の設置と樹木剪定竹林の皆伐 植樹祭

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園
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公園文化の集いin平城宮跡歴史公園整備事例

２００８年開始 第６緑地整備 (3.5ha)

＊整備履歴
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整備着手前

植樹祭 雑草木刈後の完成景

除伐整備中

＊整備履歴

整備事例 公園文化の集いin平城宮跡歴史公園

２０１0年開始 第４緑地整備 (2.5ha)
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２０12年開始 第３緑地整備 (1.4ha)    

整備事例

＊整備履歴

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園



18

第10緑地光が入る風通しの良い森に再生 ゴミの不法投棄回収

整備事例

＊整備履歴

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園
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【２】環境教育活動とイベント活動
＊都市近郊の里山環境整備を生かしながら、地元幼稚園や小学校の環境体験学習、森の多面的機能
＊地域のネットワーク、子ども目線からの地域魅力の再発見
＊地域資源を生かした椎茸栽培・園児の芋ほり体験など世代間交流に向け機会提供

出前講座・環境学習

園児芋掘り体験

小学5年生椎茸狩り

小学3年生工作実習

森林観察

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園

園児椎茸狩り
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公園文化の集いin平城宮跡歴史公園

【２】環境教育活動とイベント活動
＊地域交流に向け機会提供と市民交流を目的

＊椎茸栽培・森林ウォーク・お花見会・防災果樹園・ホタルの放流・菜園の朝市・フェスタなど

＊良好な沿道景観の推進 身近な自然を感じる植樹祭

＊地域資源を生かした地域のつながりネットワーク、地域魅力の再発見

＊地域活動の冊子紹介・映像紹介・PH発信（鹿ノ台いきいきホール）

椎茸栽培実習 市民の椎茸狩り

お花見会 菜園の朝市 森林ウォーク



21

公園・緑地・未利用地など、オープンスペースの多面的な機能の再認識
＊年間活動の延べ人数：約1300名/年・植栽総本数：１５００本 （２－３ｍ高さ）
活動することで地形が分かり避難意識、森によし・地域によし・自分によしで三位一体、収穫の喜び、

＊良好な自然景観の形成・QOLを高める仕組み・空き家の回転が速い・安全安心の教育環境
＊多面的なネットワーク・街区に付加価値・街の魅力を次世代へ ・水平展開

受賞歴・報道・取材・広報
＊H23緑の都市賞（都市緑化機構会長賞）

H29総務省（ふるさとづくり大賞）総務大臣賞・H29環境省（グッドライフアワード環境大臣賞）
H30緑の環境プラン大賞（都市緑化機構）・H30きれいな奈良県づくり功労賞（奈良県知事）
R元年みどりの愛護功労者国土交通大臣表彰・R元年ふれあいの森林づくり（国土緑化推進機構会長賞）

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園

【３】成果・報道など

奈良県環境政策課

ECOKA委員会祝賀会緑の愛護植樹式きれいな奈良県づくり石井国土交通大臣

朝日放送テレビ解説員 山下生駒市長
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• 皆様、ご清聴ありがとう御座いました！

•

• 鹿ノ台自治連合会 環境部門（ＥＣＯＫＡ委員会）

• 生駒市みどりの市民懇話会 委員 山田 勲

公園文化の集いin平城宮跡歴史公園


