
別紙１



ラウンジカフェとは 

野鳥公園ラウンジカフェの開催状況 

 「野鳥公園ラウンジカフェ」は、様々な主体からの
意見を取り入れ検討を進めることを目的として、
NPOをはじめ、学生、事業者、市民、行政などによ
る協議・情報集約・発信の場です。 
 ラウンジカフェは、平成24年11月から始まり、野
鳥公園の整備や活用、運営に向けて語り合ってき
ました。 

ラウンジカフェ の経緯

平成 24 年 11 月 第１回ラウンジカフェ

第２回ラウンジカフェ

「野鳥に会いにいくバスツアー」

第３回ラウンジカフェ

第４回ラウンジカフェ

第５回ラウンジカフェ

第６回ラウンジカフェ

第７回ラウンジカフェ

オープンセッション

第８回ラウンジカフェ

平成 25 年　1 月

３月

５月

６月

９月

11 月

12 月

12 月

３月

野鳥の観察会で野鳥のことをちょっと知り、「野鳥公園

とは？」を全員で話し合いました。

市民・地域住民・野鳥・子ども・専門家の立場になりきり、

野鳥公園でできることを探し、32 のコンセプトを見

出しました。

32 のコンセプトの中から、特に大事なものを選び、

野鳥公園の使い方や活動を話し合いました。

野鳥公園の計画予定地を全員で視察し、たたき台とし

ての大図面に具体的な意見を出しました。

ブロックを用いて、理想的な野鳥公園を表現し、自分

が野鳥公園に貢献できることを考えました。

コンセプト案として「成長する野鳥公園」を提示し、

野鳥公園で繰り広げられる様々な場面（シーン）を考

えました。

オープンセッションに向け、市民のみなさんに伝え

たい、理想の野鳥公園像をストーリーボードにまと

めました。

オープンセッションを受けて多くの市民意見が反映さ

れた、野鳥公園の将来像をまとめ上げます。

野鳥公園とは？ 

野鳥公園でできること 

コンセプト選び 

大図面での検討 
ブロックで理想づくり 

シーン（場面)の検討 

ストーリーボード作成 

とりまとめ 



Concept 成長する野鳥公園       
～人と自然が共に成長し続けるために～ 

 

野鳥公園は成長します。 

それは野鳥公園が限られた立場や世代のための空間ではなく、皆さんの成長に
あわせた多様性が生まれる場所だからです。野鳥公園は人によって育てられ、そ
して野鳥公園が人を育てていきます。 
 

野鳥公園は新たなコミュニティを育みます。 

それは皆さんと公園との新しい関わりとなり、共働によるパークマネジメント（公園
運営）を介して、人と人とのつながりを育んでいきます。 
 

野鳥公園は魅力あるまちづくりへ展開します。 

それはアイランドシティというまちの成長とともに生きものの命を育み、そして持続
可能なまちとして子どもや孫たちの世代へと繋げていきます。 



Concept 成長する野鳥公園 
~人と自然が共に成長し続けるために~ 

現状 



平成２５年 現状 



平成３５年 １０年後 



平成４５年 ２０年後 



Concept 成長する野鳥公園 
~人と自然が共に成長し続けるために~ 

現状 



   野鳥公園のあるべき姿 公園づくり 

市民等による公園整備作業を望んでいます！ 

○オープニングに向けたどんぐりの
植樹（小学生対象） 

○誕生記念植樹 
○維持管理マニュアルの充実 
 
○市民参加の公園づくり 
○対話（ダイアローグ） 
○意見を語り合うラウンジカフェ 
○市民による公園づくりプログラム 
○野鳥の休息場としての石組み 
○野鳥の砂遊び 
○傷ついた野鳥の保護・手当 
○野鳥が食する植物を庭に植える 
○植林地、餌場の充実 



   野鳥公園のあるべき姿 観察学習 

自然環境について学べる活動が望まれています！ 

○エコキャンプでの野鳥観察会 
○自然観察のクラブ活動 
○干潟の生きもの観察や体験学習 
 
○干潟と淡水湿地であそぶ（潮干狩り、カニなどの生きもの） 
○ガイダンスセンターで親子で野鳥観察 
○野鳥に関する絵本を読む 
○地域の「塩づくり」や「ノリづくり」学習 
○携帯ゲームを使用した環境参加型プログラム 
○夏は磯遊び、秋は木の実拾い 
○観察小屋からの野鳥観察 
○取りが少ない夏は干潟観察 
○エコプロジェクトに参加（クリーンアップ活動等） 
○干潟や淡水湿地の野鳥観察会 
○飛来する野鳥観察、記録 
○野鳥に関する講演会への参加 
○エコクラブとの連携 
○部活のフィールドとしての活用 
○野鳥に関しての研究や論文制作 
○自然モニタリング活動 
○インターンシップの受入 
○エコガイド 



地域コミュニティを形成する活動が望まれています！ 

   野鳥公園のあるべき姿 地域交流 

○野鳥カフェテラス 
  （ソーシャルビジネス的活動） 
○ガイドボランティア養成講座 
○パークマネジメントへの参画 
 
○海を見ながらくつろげるピクニック 
○鳥のさえずりを聞きながら家族で散策（木道を寄付） 
○周辺の小学校による遠足 
○土産品の開発 
○野鳥公園を拠点とした活動（ラウンジカフェの継続） 
○自然観察のための市民交流の拠点 
○アイランドシティへの移住 
○地域コミュニティの成熟 
○世代間交流 



野鳥を通じた国際交流が望まれています！ 

   野鳥公園のあるべき姿 国際交流 

○野鳥を通じた国際交流イベント 
○野鳥に関する学会の開催 
○海外の愛鳥家を訪ねる旅 
 
○観光客の増加 
○ラムサール条約登録を目指す活動 



企業との連携による活動が望まれています！ 

   野鳥公園のあるべき姿 企業連携 

○エコプロジェクトへの企業協力 
○セグウェイ・レンタサイクルなどで

アイランドシティを散策 
○企業によるＣＳＲ活動、研修、企業

ＰＲの場 
 
○結婚記念品の購入（寄付） 
○野鳥公園ファンド 



総合的に実行していくための 

パークマネジメント 
の仕組みが必要！ 

公
園
づ
く
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観
察
学
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地
域
交
流 

国
際
交
流 

企
業
連
携 

メンテナンス 
（維持管理） 

プログラム 
（企画運営） 

実行支援 
（民活導入） 

市民意見の実現に向けて 



市民(公募) 

地域 

企業 

学識者 

行政 

事務局 野鳥公園基本計画
に基づいた自主整
備や運営方法等に
ついて協議する場 

・ＩＣ立地促進協議会 
・協賛企業 

・まちづくり 
・コミュニティ 
・公園設計 

・ＩＣ 
・公園 
・病院 

・ラウンジカフェ人材 
・緑のコーディネーター 

野鳥公園 
運営協議会 

・小学校 
・公民館 
・サークル団体 

【運営体制(案）】 
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公園を市民ととも
に「育てる」・「生か
す」視点が重要と
した考え方 

野鳥公園パークマネジメント（案） 
パークマネジメントとは？ 
公園を管理運営する仕組みのこと。市民が
中心となって公園の活用プログラムを作り
出して、多様な主体と連携しながら、利用増
進を図るとともに、持続的に楽しめるコミュニ
ティを創出する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【事例】 

☆大阪府立泉佐野丘陵緑地 
 

 ・公園整備前に運営計画づくり 
 ・市民組織パーククラブの結成 
 ・複数企業によるCSR活動 
 ・10年間で2億円相当の支援 



第８回ラウンジカフェ【最終回】における市民意見 
ラウンジカフェを継続して、 
自分なりにできることをやっていきたい！ 

もう生まれている 
成長する野鳥公園 

野鳥公園の中にラウンジカフェを作って、
これからも完成してからも関わっていきた
い。新しい人もいっぱい参加して欲しい。 

野鳥公園にラウンジカフェを開業する 

野鳥公園との出会いが自然と
自分を考える機会になった 

ゆるくでいいから、 
ず～とかかわりたい 

ラウンジカフェを継続する仕組み 

市民の思いが野鳥公園
の卵となった。 

ラウンジカフェ 整備検討委員会 

専門家の知恵で市民の思い
がカタチになった。 

パークマネジメント 

市民主体のアクティビティ
が人を育てる。 

野鳥公園の整備 
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