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欧州のアーバンガーデン

課題
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図1（上）- 供給および調整に関する生態系サービスをもたらす都市のアロットメントガーデン（ポーランド、ポツナン）。写真：Avigail Heller 

標準的なアーバンガーデンや緑地公園は多くの場合、いくつかの植物種のみで構成される巨大な集合となっている。そして、生
態系サービスのうち、調整サービスや文化的サービスはみられるが、供給サービスはほとんど発揮されていない。

実践の面で欠点のあるアーバンガーデンは生態系の価値を損なってしまう。たとえば、化学物質を使うと人間や植物、動物の健
康を損なう可能性があり、生物多様性や生息地を減らしてしまう恐れがある。

多面的機能を有し、持続可能性を持つアロットメントガーデンは、うまくデザインも管理もされていないガーデンと比べて、どん
なサービスや活動をもたらすのだろうか。 

このファクトシートの目的は、ガーデナーがアロットメントガーデンでよりよい実践を行っていくために、基本的な指針といくらか
の詳細情報を説明することである。問題を解決し、効果的なアロットメントガーデンをつくりあげるために必要となるプロセスや
アクションプランを提案する。この提案は、ポジティブなものもネガティブなものも含め、起こり得る社会生態的な影響の枠組み
のなかで、考慮を経てできあがったものである。  

良い実践は都市におけるアロットメントガーデンの生態系サービスを向上させる。たとえば、以下の観点から（量的・質的・費用
的な）利益がある： 

• 多様な生物の生息地を提供する。
• 食料・生産物を供給する。
• 局地的に気候緩和機能を果たす。
• 自然に触れる機会およびレクリエーションの機会を創出する。

都市におけるアロットメントガーデンの
生態系サービスへの貢献
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関連情報ガーデナーへのメッセージ

図3 - 生態系をつなぐコリドー（ポルトガル、リスボン）。
写真：Avigail Heller   

図2 – ローカルな新鮮で健康に良い食べ物をもたらす、供給的なガーデン（ラトビア、ツェーシス）。写
真：Avigail Heller   
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都市におけるアロットメントガーデンの役割は
有益な生産品を供給することです（供給サービ
ス）
• 多面的機能をもつ空間は新たな商品の生産

を生み出す機会と課題をもたらします。その
ような空間は、薬用効果のある植物や良い香
りの植物を含め、ローカルで新鮮な、健康に
良い食料を供給するためです。 

アロットメントガーデンの生物多様性と環境条
件を向上させる役割について（調整サービス）
• 生態的コリドーをつくり、都市の様々な地域

で大きな公園と多様なガーデンを結びま
す。高密な市街地から郊外までがつながるこ
とになります[1]。 

• 植えられる植物種の幅が広いことで、異なる
生き物の多様な生息地を提供し、生物多様
性を豊かにします [2]。 

• 土壌被や根系等の働きにより、植生は土壌の
物理的な侵食作用を防ぐのに役立ちます。 

• 土壌の肥沃性を保ち、養分流出を防ぎ、そし
て分解を促進します。 

• 局地的な気候調整を行います。 

ガーデナーの福利に関するアロットメントガー
デンの重要性（文化的サービス）
• コミュニティトレーニング、農業教育、環境保

護の機会を提供します。 
• ポジティブなつながりをもたらし、環境への

帰属意識やより良く生きることへの意識を高
めます [3] [4]。

• 鑑賞、そしてレクリエーションのための空間
として、景観と装飾を生み出します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガーデナーによる計画
• ガーデンを設置するための実施計画を作り

ましょう[5]。 
• 共同のガーデニング・個人のガーデニングそ

れぞれのための空間を組み込んだガーデン
をデザインしましょう。 

• 限られた種類の植物を大量に植えるより、
多様な植物を植えましょう（授粉機会を増や
し、生息地を豊かにするため）。 

• 蜜の出る植物を植えましょう[6]。 
• ガーデナーは生態系にとっての利益とリス

クに配慮しなければいけません。そのため、
これらのことを考慮しましょう。1) 生産品の（
物理的または市場的）価値、2) 自然資源の見
本と分析から成る計画の必要性、3) 土地の
制限と適切性（例：傾斜）、4) 社会経済的条
件、つまり財源やエネルギー価格といった要
因の評価、5) 目標の間で起こりうるトレード
オフに対してバランスのとれた解決法（例：
新たな設備を用いるときの経済と環境に対
する影響 ）。

ガーデナーの活動と実践
• それぞれの土地条件（土や水の利用可能性

と質）に応じて植える植物をローテーション
するように、持続可能な生産方策を取り入れ
ましょう。有機栽培も取り入れられるとなお良
いです。  

• リサイクルの有機物（例：堆肥化できる廃棄
物）を使いましょう。土壌を肥沃にするために
外部から投入する再生利用不可能な資源量
を最小限にできます。

• 環境にやさしい管理のため、殺虫剤と化学肥
料の使用を少なくしましょう。

アドバイスメモ
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関連情報

図5 - 自然とのつながり（イスラエル、ハイファ）。写
真：Avigail Heller  

図4 – 生息地と生物多様性（ラトビア、ツェーシス）。写真：Avigail Heller     
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• 都市のアロットメントガーデンは重要な恩
恵をもたらす空間です：供給サービス、調
整サービス（生息地を含む）、そして文化的
サービスです。 

• これらの恩恵により、社会経済的、そして生
態的な課題と関連して、都市のレジリエン
スが高まります。 

• 都市のアロットメントガーデンはローカル
で健康に良い食料を供給し、運搬に要する
エネルギーを減らすことができます。余暇
の場所ともなり、生態的コリドーの一部と
なります。また、都市の熱ストレスを減らし
たり[7]、浸透により水を保持したり、さらに
表面流水を減らしたりできます（特に浅く
もろい土壌の場所で重要です）。土壌肥沃
性や水質も保つことができます。 

• アーバンガーデンの独自の特徴と、多くの
実践とサービスをつなげる性質を考えれ
ば、カギとなる政策立案者（例：地方自治
体）はこの種の「グリーンインフラストラク
チャー」を一定の社会生態学的システムと
して都市および都市郊外のプランニング
に組み込むべきです。 

• 都市の密度とサイズが大きくなるに伴い、
前述したサービスが市民の生活の質を向
上させるような場所では、新しいアロット
メントガーデンの設立も奨励されるべき
です。 
 
 
 
 
 
 

• アロットメントガーデンの活動を計画する
ための年間（あるいは長期）予算を提供し
ましょう。 

• 自治体の異なる課（例：都市計画、公園・
レク、文化、コミュニティ、教育等）で構成さ
れるワーキンググループをつくりましょう。
そしてアロットメントガーデン関係の事業
に責任を持つ人を少なくとも1人定めまし
ょう。

• ターゲットを決めましょう：社会経済的ステ
ータス、子どもの有無を含めた家族形態、
定年退職者、移民等を考慮しましょう。その
人たちの環境に対する意識や取り組みも
評価しておくと良いです。

• 自治体が所有する土地に関して、境界的な
土地（例：路傍）、公園のなかの利用可能な
土地、学校や幼稚園のなかの土地、NGOが
管理する土地など、公開されている、ある
いは、放置されている場所をマッピングし
ましょう。

• 利害関係者の生態系への態度に関する責
任と妥協について、特定の規制や契約を設
けましょう。

• 好ましい取り組みを奨励するため、重要な
指標や基準、限界について、自治体が資金
提供するうえでの指針（コミュニティとガー
デナー志向のもの）を設けましょう。

• 政治に関わる人々や、市民のプラットフォ
ームの両方に参画してもらいましょう。そし
て、分野横断的な情報へのアクセスを確保
し、トレーニングを奨励することで、運営の
形態を一本化しましょう。

政策立案者へのメッセージ 政策概要
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