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農を通じた都市公園と地域コミュニティの再生
－兵庫県神戸市の平野コープ農園の事例から－
Revitalization of park and local community through an urban gardening project:
A case study on Hirano Coop Nouen in Kobe, Hyogo
新保 奈穂美*
Naomi Shimpo*
In shrinking cities, urban gardening may revitalize existing communities. Urban parks with low usage rates constitute opportune land for creating
community gardens (CGs). However, the ability of vegetable fields to meet public interest is often questioned, leading municipalities to hesitate to
establish CGs in urban parks. To discuss the problem, this report describes how Hirano Coop Nouen in Kobe City, Hyogo, was opened. The
author interviewed the responsible municipal division and private company to grasp the history of the garden. The results show that the CG
currently exists as an experimental project by the Division of Agriculture and Fishery of Kobe City and the future development should be
examined. Additionally, creating an open-access CG and providing learning opportunities may be essential for community building.
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1. 調査の背景

を農園として活用できるのか，
事例の蓄積からの議論が必要であ

少子高齢化に伴う人口減少と，都心回帰の傾向により，郊外

る．

住宅地の衰退が懸念されている 1)．具体的には，空き家増加とそ

都市公園内の農園に関する既往研究・報告では，神奈川県横

れに伴う犯罪率・衛生環境・景観の悪化，公共交通サービスの撤

浜市における指定管理者制度を用いた都市公園内の貸農園の設

退と買い物難民の増加など様々な社会課題が生じうる．
そこで立

立経緯の調査，公益性評価がなされている

地適正化計画のように，
安心できる健康で快適な生活環境の実現，

おける民間デベロッパーが区と協働で設立したコミュニティガ

財政・経済面で持続可能な都市経営を目指し，市街地をコンパク

ーデンについては，
設立経緯や運営方法などが明らかにされてい

トに再編する政策が進められている 2)．

るが，
取り上げられたガーデンは花壇型であり収穫物のある農園

中心地に市街地が誘導されていく一方で，一定期間は残り続

型ではない

10)．東京都江東区に

11)．花は誰でも眺められることから，花壇では公益

ける郊外の市街地をどう位置付け，
住み続ける人々のためにどう

性の問題は生じにくい．他には，兵庫県神戸市における都市公園

魅力を付加するかが課題であり，
その手段の一つに農園としての

にある農園について運営管理方法が明らかにされている

低未利用地活用がある 3)．ここでいう農園とは，必ずしも生業と

の農園は柵で囲われており，
一般の人が自由に入ることはできな

して農業を行う空間だけではなく，
就労と余暇の間に位置づくも

い空間となっている．一方で，2021 年 4 月に開設された神戸市

のも含む

3)4)．実在する例として市民農園や体験農園，コミュニ

の平野コープ農園は，指定管理者制度に依るものではなく，また

ティガーデンが挙げられる．農園の要件としては，昨今の情勢を

収穫物のある農園型にも関わらず，
一部は誰でも入れ収穫も自由

踏まえ，①土地所有や維持管理は「公」の支援を受けつつ「民」

な農園が設えられている新たな事例である．そこで本稿では，こ

によるものを基本とし，②社会的共通資本として捉え，利潤にこ

の平野コープ農園の設立経緯・運営方法を調査した結果を速報し，

だわらず，
③高齢者を含めた住民の新たなライフスタイルの一環

現状の農園の位置付けについて考察する．

12)．こ

として維持管理に関わることが挙げられている 3)．身近に立地す
るこうした農の空間の存在は，空間・時間的にゆとりある暮らし

2. 調査方法

を実現するだけでなく，コミュニティ形成 5)，環境保全・教育 6)，

2-1. 対象地

健康維持 7)，災害時の食料供給や精神安定 4)8)9)など様々な利点を
もたらすと期待される．

平野コープ農園は兵庫県神戸市兵庫区平野町に位置する，六甲
山系の山裾にある平野展望公園に設立された．
平清盛が半年間遷

人口減少とともに低利用となりうる土地利用の一つに都市公

都した土地のため，史跡も多い地域である．同地域は，1913～68

園があり，
住民による管理を基軸とした農園としての再活用も視

年に走っていた市電により，
交通至便な南部の海沿いの市街地と

野に入れるべきである．法制度上も，都市公園には教養施設とし

結ばれていた．しかし平野町を含んだ平野地域の総人口は 2000

て農園を設立することが可能である ．しかし，1980 年代に進め

年の 9,055 人から 2015 年には 7,450 人と減少し，65 歳以上人口

られた分区園緑地事業などで農園型の都市公園はあるものの，
都

割合（2015 年時点）は 32.9%と，神戸市全体の 26.8%を上回って

市公園における農園は一般的ではない．その理由として，農園利

おり

用者のみに便益があり，
私的利用と捉えられかねないことが指摘

つて賑わっていたといわれる平野市場も 2010 年に閉鎖された．

されている

2-2. 調査内容

(1)

10)．そこで，どのように公益性を担保して都市公園

13)，人口減少および高齢化が進んでいる地域といえる．か
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コミュニティ広場（114 m2）

コミュニティ農園（90 m2）

学びの広場（180 m2）

【図-1】平野コープ農園のレイアウト

【図-2】平野コープ農園の様子

（有限会社 Lusie 作成，著者加筆）

（左手前がコミュニティ農園，奥が学びの広場／著者撮影）

平野コープ農園の設立経緯を把握するため，2021 年 4 月 23 日に

と住民が繋がる場とすることも意図の一つである．

市の担当課である神戸市経済観光局農水産課に，2021 年 5 月 19

農園のレイアウトは Lusie によりデザインされており，会合な

日に農園運営を委託されている有限会社Lusieの代表取締役にイ

どに使う共用部分が 114 m2，誰でも入って収穫できる「コミュ

ンタビュー調査を実施した．農水産課には上記農園を含む「食都

ニティ農園」部分が 90 m2，自分自身で野菜栽培を実践する「学

神戸」
構想と，
都市住民向け貸農園の設立状況について質問した．

びの広場」部分が 180 m2 である（図-1）
．鍵は学びの広場にのみ

一方，Lusie 代表には，平野コープ農園の設立経緯の詳細につい

かけられている．
農園部分には高さ 20～30 cm 程度の木枠ででき

LOCAL KOBE14)などのウェブサイト

たレイズドベッドが並べられており（図-2）
，土は公園敷地内の

て質問した．その他，EAT

に公開されている情報を収集し，補完的調査を行った．

山林部分から一輪車で運搬されたものである．
共用部分のベンチ
は六甲山の間伐材を利用して作られた．
これらの整備や土づくり

3. 調査結果

は開園前の 2021 年 3 月にワークショップ形式で，市内の工務店

3-1. 「食都神戸」構想

と住民により協働で行われた．

神戸市では「食都神戸」という都市戦略を 2015 年から進めて
おり，世界に誇る食文化の都の構築を進めている

3-3. 平野コープ農園の運営方法

15)．神戸市で

運営は神戸市農水産課からLusieと農園利用者や地域住民によ

は農水産業が盛んであることが十分に知られていないという問

る任意団体「平野コープ」に委託されている．現在は Lusie が主

題意識から，行政部署間の壁を越えて，行政と民間が連携しなが

体的な運営を行っているが，実証実験が終わる 2024 年 3 月末以

ら人々にその事実を知ってもらい，
新たな魅力を創出することが

降には，平野コープへの運営移行が目指されている．Lusie は地

第一義にある．海外事例を参考にしており，特に米国西海岸の有

域の様々な物件の再活用を手掛ける神戸 R 不動産事業を行う傍

機農業の取り組みや，
英国のトッドモーデンのエディブルシティ

ら，
農業支援に携わっている．
その経験やネットワークを活かし，

の取り組みが着目された．

商店街や温泉施設などの地域資源とも関連付けながら農園を発

この食都神戸構想の一環で 2020 年度より消費者が都市部で農

展させることを視野に入れている．また，農園事務局は神戸 R

に触れる機会を創出する「アーバンファーミング」が推進されて

不動産の提供するシェアハウスの住人の一人が務めている．

いる．都市住民が消費するだけでなく，
「つくる」習慣を得て，

学びの広場は半年間ごとの利用募集となっており，
共益費を支

循環やアートの視点から「食」と「農」への意識を高めることが

払う．金額は月 3,000 円で，半年分前払いで支払うことになって

目指されている．2021 年 3 月には，六甲アイランドのシェラト

いる．
この農園利用は占用ではなく，
共用という扱いであるため，

ンファーム，
ノエビアスタジアムのノエスタ農園といった都市住

占用の場合の使用料よりも安価になっている．この共益費から，

民向け貸農園が，民間企業や若手農家の協力のもと開設された．

指導担当の農家への報酬や水道代，
事務局経費が支払われている．

3-2. 平野コープ農園の設立経緯

基本的な農機具は備えられているが，種苗や，カマ，ハサミなど

平野展望公園は利用者が少ない公園であり，
そのため農園とし

の細かな道具は利用者自身が調達することになっている．

て活用することとなった．神戸市内の公園には，地域住民で組織

農園では環境や美観に配慮した約束やデザインが採用されて

する公園管理会が管理している公園があるが，
同公園にはそうい

いる．
具体的には，
農薬は使用せず有機肥料のみで栽培すること，

った組織がなく，市が直接管理を実施している状況であった．周

ビニール袋等を農園に残さないこと，
雨水を集める設備や堆肥作

辺は人口減少による空き家増加が問題となっていたため，
神戸市

り用の木枠が設置されていることなどがある．

経済観光局農水産課は同市建設局公園部と相談しながら，
農園設

また，農園の美観を保つため，利用希望者は週に 1 度は来園で

置により公園をエディブルパーク（食べられる公園）として再生

き，
さらに農家が来る水曜か土曜の月 2 回の活動日のうち 1 度は

する実証実験を開始し，利用者を増やしながら，住民による管理

来園して農家の指導を受けられることを条件に，
応募ができるよ

組織が生み出されることを目指すことにした．また，市内の農家

うになっている．
各利用者の作付け計画も農家の助言を受けたう
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えで決定する．こうした義務はあるが，定員 15 組はすべて埋ま
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7) Soga M, Gaston K. J., Yamamura, Y. (2017), “Gardening is

っている．
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