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Abstract i Street tree planting plots are used in variOus v′ays by citizens,because these spaces are precious for residents in urban

area to enioy gardening HOwever,these uses may influence the growth of street trees Therefore,we investigated the growth

conditions of street trees M′here gardening occurred in the planting p10ts,the neighborhood'sa、 vareness toH′ard this use,and the

user's interest in planting area Consequently,the findings shoM′ ed no seriOus influence upon groH′th,and gardening soll in the

planting plots is better for plants than not い710reover, some pedestrians are concerned about the street landscape rather than

safety because insufficient rnaintenance and disrupts the streetscape design,and the plantings cause narrow′ing of the sideH′alk To

resolve this, H′e recorin■end establishing rules on the use of street tree planting plots for gardening by citizens For example

sufficient H′atering,prOper pruning,and keeping fiowerpots inside of tree planting plots,will resolve these issues
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1.は じめに

街路樹の植枡のなかには,近 隣住民が植栽をおこなったり,鉢

植えを置いたりして,緑 化活動の場として利用されているものが

ある。

このような植枡を利用した園芸活動 (以下,「植枡花壇」と称

する)に ついては,長 沼 。上甫木 (2003)が神戸市における植枡

花壇についてその植栽の実態を調査した上で,そ のような園芸活

動を周辺住民がコミュニティ形成や景観形成上評価している一方,

通行上の問題があると感じていることを明らかにしている1)。ま

た下村ら (2004)は,京 都市内における調査から植栽種のほか,

花壇の形態にもレンガやブロックで囲みをしたものなどいろいろ

なタイプのものがあることを明らかにした2)。

さらに大藪ら (2004)は,周 辺住民の意識として植物によって

街路空間が華やかになることを肯定的にとらえている一方で,菜

園として公共空間を私的に利用することは7割の人が快く思って

いないことを示したい
。

このように植枡花壇は,い くつかの問題はあるものの街路空間

を形成する住民の緑化活動として近年評価されてきている。しか

し, これらの植排花壇が街路樹の生育に与えている影響や,住 民

が植枕花壇でおこなう潅水や除草といった管理作業が街路制に及

ぼす影響, さらにはそのような園芸活動と街路樹の関係を周辺住

民がどう評価しているのかなど植併内の園芸活動と街路樹との関

係性に焦点を絞って分析した研究はまだない。

街路樹の植桝はそこに根をおろしている街路樹にとって水分や

栄養分を補給する限られた空間であると同時に,周 辺の都市住民

にとっては数少ない土と触れ合う空間となっており,そ の両者の

良好な関係を築いていく必要がある。

そこで本研究では,住 民による植析利用かもたらす効用を最大

限に引き出すために,植 枡花壇やその管理作業が街路樹の生育環

境に及ぼす影響や歩行者等の認識を調査し, これからの植併を緑

化活動の場として利用する際の方向性や,街 路樹のある植排花壇

の適正な管理のあり方を見出すための基礎的な知見を得ようとす

るものである。

2.方 法

植桝花壇活動と街路樹の関係性についてその現状を環境面及び

地域住民の意識面から把握するため,現 地調査により植枡花壇の

形態とそれが設置されている街路樹の生育状況を把握するととも

にアンケー ト調査によりそれら花壇の管理者と一般市民の意識を

調査した。

(1)現地調査

(1)植 枡花壇の形態調査

植枡花壇には,植 枡内に直接鉢を置いたり,植 栽 したり,植 研

をレンガなどで囲んで上を入れてかさ上げをおこなったりするも

のがあり, その形態は様々であるためこれらの実態を調査 した

(2004年7月 )。調査は,既 往研究
りにおいて神戸市内で植枕花壇
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凡例 : 1阪急沿線 2岩 屋線  3神 着線西 4西 灘原回線 5灘 駅前線

6灘北線 7国 塊線  8将 軍通線北 9神 若線東  10将 軍通線南

11鳴尾御影線西 12鳴 尾御影線中央  13魚 崎幹線  14鳴 尾御影線東
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