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平成 26 年度市民提案型パートナーシップ事業 

「葛城山整備事業」 

報告会資料 

小坂区×伊豆の国市・観光課 
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パートナーシップ事業概要 

団体名     小 坂 区     

事業名 葛城山整備事業 

１ 事業の概要 

(1) 解決しようとしている課題 

元々、葛城山は広葉樹林で囲まれていましたが、戦後の植樹で大半が檜や

杉を中心とした針葉樹に代わってしまいました。針葉樹は根が浅く風による

被害を受けやすいため、倒木が目立ち景観を悪くしています。従来からある

モミジやサクラ等の広葉樹に替え、観光都市に相応しい色彩豊かな葛城山に

したいと考えています。葛城山は市街地からよく見えるため、観光客が感動

するような山に代わればハイカー等観光客の誘致に繋がると思います。 

 (2) 課題解決の方策 

葛城山は世界文化遺産の富士山と駿河湾とのコラボレーションにより、季

節を問わず観光客が訪れていますが、その殆どがロープウェイを利用し富士

山を鑑賞すればそのまま帰ってしまいます。季節を満喫できるような葛城山

に整備すれば、片道はロープーウェイを利用したとしても、帰りはハイキン

グコースを歩き景観を楽しむようになります。感動があれば「くちこみ」で

ハイカー等観光客が増えると思います。 

 (3) 成果目標 

 最近は健康なお年寄りが多く、葛城山から発端丈を経由して三津海岸に降

りるハイカーが増えています。山登りは統計上健康を保つ秘訣の上位に入っ

ています。団塊の世代が６５歳以上になりますので、ますますハイカー等の

観光客が増えると思います。現在、普段の日でも晴れていれば毎日５０～１

００人程度のハイカーが登っています。季節ごと景観を楽しめる葛城山に変

われば、倍以上のハイカー等の観光客が見込まれます。 
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２ 協働の役割分担 

(1) 提案団体が果たそうとしている役割 

・葛城山の景観整備（植林・植樹・草刈等） 

・ハイキングコースの整備（植樹・草刈等） 

・イノシシ・シカ等の食害から樹木を守る 

・葛城山の維持管理 

 (2) 伊豆の国市に期待する役割 

・維持管理のための予算化（樹木・食害からの資材等） 

・葛城山の観光宣伝 

・葛城山山道の整備・ 

 (3) 協働で実施することの効果 

（市民のメリット） 

○ 整備により葛城山の散策・ハイキングをしたくなる。興味を持つ。 

○ 散策・ハイキングをすることにより、心身共に健康が望める。 

○ 葛城山に関心を持つようになる。（植生等） 

○ 誇れるまちになる。（コラボレーション、景観等） 

○ 安い予算で整備ができる。 

（提案団体のメリット） 

○ 市から樹木・資材等の援助が得られる。 

○ イノシシ・シカ等有害鳥獣の駆除の協力が得られる。（猟友会等） 

○ 維持管理が単年度で終わることなく、次世代に繋げていくことができる。 

○ 区民の協働精神の確立が望まれる。 

○ 自分たちで整備するので、愛着が湧く。 

（伊豆の国市のメリット） 

○ 市がするより安い予算でできる。 

○ 整備後の維持管理を地元に任せることができる。 

○ 観光都市に相応しい整備ができる。 

○ 地域との信頼関係が増す。 
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３ 事業実施内容 

 (1) 事業実施体制（主要構成員１９人） 

役割分担 氏名 活動に係る活動実績・資格等 

責任者 室伏 高信 平成１６年度よりボランティア（葛城山整備） 

副責任者 菊池 保夫        〃 

 外１７人        〃 

 (2) 事業実施スケジュール 

実施期間 平成２６年７月１日～平成２７年３月３１日 

スケジュール 

年月日 活動項目 活動内容等 

７月１３日 草刈等 葛城山ハイキングコース整備 

１１月２日 草刈等 葛城山ハイキングコース整備 

７月～３月（月１回） 植樹等 
葛城山・エリア１－１（1,260㎡）、 

エリア１－２（690㎡）整備 

(3) 市や市民に不利益を与えないための予防措置などの対応策 

作業中は作業に適した服装等（ヘルメット着用等）で行います。また、作

業中は市民に迷惑を掛けないよう注意を払います。作業に当たっては事前に

関係者全員保険に加入します。 

事業実施により知りえた個人情報の取り扱いについては、伊豆の国市個人

情報保護条例を遵守します。 
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平成26年度伊豆の国市市民提案型パートナーシップ事業実績報告写真

食害状況

食害状況

植栽予定地

葛城山ハイキングコース

葛城山ハイキングコース
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平成26年度伊豆の国市市民提案型パートナーシップ事業実績報告写真

植栽予定地

草刈作業風景

植栽作業風景
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平成26年度伊豆の国市市民提案型パートナーシップ事業実績報告写真

植栽完了風景

植栽作業風景

防護ネット取付作業
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平成26年度伊豆の国市市民提案型パートナーシップ事業実績報告写真

植栽完了風景

植栽完了風景

植栽完了風景
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平成 26 年度市民提案型パートナーシップ事業 

「韮山城跡環境整備事業」 

報告会資料 

ＮＰＯ法人韮山城を復元する会×伊豆の国市・文化振興課 
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韮山城跡 芳池第一地点 調査年度 昭和 60年度～昭和 61年度

        （屋敷区画・石積水路・堀立柱建物跡・井戸）

        平成 26年 7月 28日現在
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韮山城跡環境整備事業 実施概要 

１ 実施の目的 

  韮山城跡は、北条早雲の居城として、歴史的な価値が高い。市は、城跡の国史跡と 

しての指定を目指し、様々な調査や環境整備を行っているが、韮山城跡は本城部を含 

め約 980,000 ㎡の広範囲にわたっている。また、本城部外においても確認されている 

遺跡が点在する。 

 この度、総合的な遺跡の価値の向上と、近隣住民の良好な生活環境の確保を目的と 

し、韮山城跡の本城部外（芳池地区）の環境整備をパートナーシップ協定のもと実施 

する。 

２ 本事業応募の理由（NPO 法人韮山城復元する会） 

  当 NPO 法人は、地域の歴史文化を保存継承し、文化振興を図り、地域の活性化に寄 

与すべく、韮山城を復元するための活動を会員一同にて行ってきた。主に、韮山城 

跡における城内外の定期的な雑草除去作業を行うとともに、後北条氏に係る城跡につ 

いて視察研修を行っている団体であります。 

この度、本事業の存在を知り、市と協働の上で、よりよい韮山城跡の環境整備に取 

 り組むことは、本会の目的に則すとし、積極的に提案したものであります。 

３ 事業の概要 

  韮山城跡の環境整備（芳池地区）及び韮山城を活用したＰＲ事業 

４ 役割分担 

    【実施団体】  

韮山城跡本城部外（芳池地区）の草刈・韮山城を活用したＰＲ事業等の実施。 

    【事業担当課】 

     韮山城跡における環境整備・韮山城を活用したＰＲ事業等の実施。 

５ 活動内容 

    【環境整備】 

     第 1回 7 月 28 日（10 名）第１回補足 8 月 24 日（10 名） 

          第２回 12月 9 日（12名） 以上芳池地区(NPO) 

          本城部南側 7 月 10 日 二の丸 10 月 10 日 本丸 11 月 10 日 以上市 

    【ＰＲ事業等】 

     9 月 25 日 城池親水公園野外ステージにて 

     「戦国のはじまりと終わりを語る城－韮山城」ブース設置  

      遠足で訪れた、三島市内小学校６年生 109 名及び引率者に対し、 

○NPO 法人 

「はじまり」として、早雲の伊豆進出と築城をテーマにパネル説明。 

○市（文化振興課） 

「終わり」として、豊臣秀吉による小田原征伐について「韮山城攻防戦」 

をジオラマ作成体験。 
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６ 事業効果 

  韮山城跡芳池地区（面積 2,045 ㎡）については、年２回の草刈等整除作業により、 

近隣住環境への繁茂による影響も改善された。このことにより近隣住民より環境整備 

に対し、謝意の報告を受けている。 

 また、事業の審査会において付託された啓発ＰＲのソフト事業については、NPO 及 

び市が協働して韮山城跡の価値について啓発事業を行った。 

 市へ、後日、対応教育機関より生徒作成のお礼のメッセージを拝受している。 

７ 今後の対応 

  本事業の実施要綱第１条（目的）において、本事業は、団体と市が協働してまちづ 

くりを推進し、市民サービスの向上を目指すことが定義づけられている。 

 この目的に則し、市も協働できた結果となったことは、成果として捉えてよいと考 

える。 

 今後のこと、次年度の取組については、環境整備の箇所や時期、準備のあり方につ 

いても検討すべき点が見いだされ、また、ソフト事業についても、体験する生徒の数

により対応が不可能な点など、工夫を要す点もあることから、今回の事業について、

提携団体である NPO 法人韮山城を復元する会と事業を総括した上で、次年度以降の取

組みについて検討してまいりたいと考えます。 
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平成26年度伊豆の国市市民提案型パートナーシップ事業実績写真　１
－韮山城跡環境整備事業－
【環境整備 H26.7.28/12.9】

標識 民家安全措置

作業前 作業前

作業中 作業中

作業中 作業中
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平成26年度伊豆の国市市民提案型パートナーシップ事業実績写真　２
－韮山城跡環境整備事業－
【環境整備 H26.7.28/12.9】

搬出 搬出

搬出・処分 作業完了

作業完了 作業完了

作業完了 作業完了
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平成26年度伊豆の国市市民提案型パートナーシップ事業実績写真　３
－韮山城跡環境整備事業－
【ソフト事業 H26.9.25】

ブースパネル 会場周知

はじまり－ＮＰＯ はじまり－ＮＰＯ

はじまり－ＮＰＯ おわり－文化振興課

おわり－文化振興課 おわり－文化振興課
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平成 26 年度市民提案型パートナーシップ事業 

「韮山反射炉周辺の環境保全と体制づくり」 

報告会資料 

韮山反射炉周辺の自然環境を守る会×伊豆の国市・世界遺産推進課 

（通称：韮山反射炉グランドワーク） 
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韮山反射炉周辺の環境保全と体制づくり 実施概要 

１ 実施の目的 

  韮山反射炉周辺の自然環境の向上と保全を目指した活動を継続して実施し、普及

啓発を図る。併せて、その担い手を育成するための体制づくりを実施する。 

２ 本事業応募の理由（韮山反射炉周辺の自然環境を守る会） 

  当会は、世界文化遺産の構成資産である韮山反射炉の緩衝地帯の自然環境の向上

と、緩衝地帯の継続的な自然環境の保全に向けた自然環境愛護精神の普及啓発を行

っている団体であります。 

この度、本事業の存在を知り市と協働の上で、よりよい韮山反射炉周辺の環境保

全に取り組むことは、本会の目的に則すとし提案したものであります。 

３ 事業の概要 

  韮山古川左岸側の竹林の整備 

  ビオトープにおける自然観察会と環境整備 

  平戸山遊歩道の整備 

  賀茂川神社境内の清掃 

４ 役割分担 

  【実施団体】  

伊豆の国緑と水を守る会 

    伊豆の国市観光協会ホタルまつり実行委員会 

    中・内中ビオトープづくり推進委員会 

    中・内中賀茂川神社氏子総代会 

    中区 

    内中区 

【事業担当課】 

    当活動に必要な機材（チッパー機材等）の貸出、指導 

    実施団体への協力と事業ＰＲ

５ 活動内容 

  【環境整備】 

   （賀茂川神社境内清掃） 

8 月１日（10 名）  10 月 11 日（15 名）  11 月 22 日（15 名） 

12 月１日（10 名）   2 月 10 日（15 名）   3 月  1 日（10 名） 
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（今宮神社境内清掃） 

9 月 5 日（15 名） 

      （鳴滝ビオトープ付近竹林整備） 

     10 月 4 日（18 名）  10 月 18 日（20 名）   

   （平戸山遊歩道整備） 

     12 月 6 日（10 名） 

 【環境教育】 

   （鳴滝ビオトープ観察等） 

8 月 26 日（18 名）  11 月 9 日（12 名） 

６ 事業効果 

鳴滝ビオトープ周辺の環境整備については、年２回の竹林整備作業により隣接道路

への交通影響も改善され、美しい竹林として管理保全されている。また伐採した竹木

についてチップ状にして、竹林にもどす作業により、身をもって自然環境の循環の大

切さを学ぶ環境愛護の精神普及にも効果があった。 

 環境教育については、鳴滝ビオトープの自然観察会を実施し、地元の親子での参加

が多く、自分の目を通して自然環境保全について再確認できる良い機会となった。 

このように地元の環境団体がひとつになり、環境保全に関する事業を通じて、地元区

民や市民に韮山反射炉周辺の自然環境を守ることの大切さをＰＲしていくことに、大

きな意義のある事業である。その点では、ひとつのきっかけになったし、今後の活動

に大きな影響を与えることができた。 

７ 今後の対応 

パートナーシップ事業実施要綱における目的は、団体と市が協働してまちづくりを

推進し、市民サービスの向上を目指すことが定義づけられている。その点から、韮山

反射炉周辺の自然環境を守る会が始めたこの事業は、区民や市民に影響を与えること

ができたと思う。 

しかし、構成する団体間においての連携や一体となった取組を実施する上で、今後

の課題がはっきりした。事業内容は今年の事業を中心に今後も展開していきたいが、

団体間の連携をもっと密にして、多くの区民や市民が参加しやすい環境やＰＲを市と

協力して実施していきたい。 
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８ 事業実績写真（韮山反射炉周辺の自然環境を守る会） 

【環境整備】 

（鳴滝ビオトープ付近竹林整備）＊協定書締結前からの事業も含む

      竹林内整備               竹の切り出し 

       下草狩り           チッパー機材によるチップ化 

   チッパー機材によるチップ化      チッパー機材によるチップ化 
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【環境整備】 

（鳴滝ビオトープ付近竹林整備）       （平戸山遊歩道整備） 

     竹の切り出し            遊歩道脇の草刈り 

   鳴滝ビオトープ付近の竹林        遊歩道脇の草刈り 

      竹の切り出し             遊歩道の整備 
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【環境整備】 

（平戸山遊歩道整備）

    道路敷材の敷均し           道路敷材の敷均し 

    道路敷材の敷均し 
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【環境教育】（鳴滝ビオトープ観察等）

    自然観察会の全体説明          捕獲したスズメ蜂 

     自然観察会の全体説明           植物の解説 

      動植物の解説             現場での解説 
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【環境教育】（鳴滝ビオトープ観察等）

       現場での解説            捕獲した昆虫類の解説 

             現場での解説            捕獲した昆虫類の解説 

現場での解説 自生の彼岸花
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