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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
 本研究では、「文化的サービスに着目した市民の生態系サービス評価」と「市民の保全活動参加意思」

を指標とした２つの緑地評価手法を検討することを目的とした。そこで本研究では、保全活動参加の可能

性を探る「保全活動参加意思」として、「作業にどれくらい時間をかけられるか（労働意思量）」という

環境経済評価で個別の緑地保全を評価した（研究協力者:千葉大学大学院園芸学研究科 高瀬唯）。 

 

 １）市民の緑地保全活動の参加促進方策 

 緑地保全活動への参加促進方策を検討するために，全国の市民 1,500 名へアンケート調査を行った。活

動参加に関する課題として最も意識されていることは，活動場所の遠さやアクセスのしづらさであること

が明らかになった。一対比較の結果から，最も解決すべき課題としても，活動場所に関する課題であるこ

とが明らかになった。 

 

 ２）市民の保全活動参加意思の基準 

 個別の緑地に対する保全活動参加意思に関する千葉県松戸市を対象にしたプレ調査を行ったところ，労

働意思量の平均がわからず，各緑地の価値が高いのか低いのかの判断がつかなかった。そこで，全国の市

民 2,000名を対象に，労働意思量の基準を明らかにするためのアンケートを実施した。1年間で 10〜12日

間ならば緑地保全活動へ参加したいと考えている市民が多かった。緑地保全活動にて文化的サービスを享

受できると感じている市民ほど，保全活動の希望参加日数が高くなることが明らかになった。 

 

 ３）文化的サービスと保全活動参加意思を指標とした緑地評価 

 埼玉県鶴ヶ島市を対象に，住民へアンケート調査を行った（4,000通を配布，752通回収）。埼玉県鶴ヶ島市

内にある緑地 10カ所に対して，各地に対する 1年間の参加希望日数を回答してもらった。そして，文化的サー

ビスを含めた緑地保全活動で得られる効果ついても回答してもらった。最も労働意思量が高かったのは運動公

園で，次に高かったのは近所の公園及び富士見緑地であった。一方，市民の森は低かった。緑地の認知度やそ

距離が労働意思量に影響を与えている可能性があることが明らかになった。 
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欧文概要 ＥＺ 
The aim of this research is to consider two green space evaluation methods with “Citizen’s ecosystem services evaluation 

that focuses on cultural services” and “Citizen’s intention to participate in a preservation activity” serving as the index for 

such methods. 

 

1) Participation promotion policy of “citizen’s green space conservation activity” 
We surveyed 1,500 citizens across the nation to consider the participation promotion policy for the green space 

conservation activity.  The survey revealed that the distance to activity location and a worry about access of activity 

location were the most regarding the issues related to activity participation.  

 

2) Standard of “citizen’s willingness to participation in the conservation activity” 

We surveyed 2,000 citizens across the nation to clarify the standard of “willingness to work”.   

The survey revealed that many citizens showed interest toward participating in the green space preservation activity if the 

activity is between 10~12 days out of a year.  It also became clear that the citizen’s feeling of being able to receive 

cultural services at green space preservation activity was directly correlated to citizen’s desired number of participation 

days. 

 

3) Green space evaluation that uses “cultural services” and “willingness to participation in a conservation activity” as the 

index 

We conducted survey by targeting residents of Tsurugashima city, Saitama (we distributed 4000 surveys, recovered 752 

survey response).  We asked them number of their desired participation days per year regarding 10 green space located 
inside Tsurugashima city, Saitama.  It became clear that there is a potential for factors such as high degree of recognition 

and closeness of green space causing effect to the “willingness to work”. 

 

 


