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庭園間交流連携促進計画

「宮崎花旅 365」による

地域の活性化

宮崎市都市整備部景観課

課長 寺原誠一
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■登録団体（令和元年 12 月時点：８計画）

No.001 北海道ガーデン街道(北海道・旭川市、

富良野市、帯広市）

No.002 ガーデンネックレス横浜（神奈川県・横

浜市）

No.003 富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」

ツーリズム（神奈川県・箱根町、静岡県・

沼津市、三島市ほか）

No.004 にいがた庭園街道（新潟県・新潟市、村

上市、新発田市ほか）

No.005 アメイジングガーデン・浜名湖（静岡

県・浜松市、湖西市、袋井市、掛川市）

No.006 宮崎花旅３６５（宮崎県・宮崎市）

No.007 いばらきガーデン＆オーチャードツー

リズム（茨城県・水戸市、ひたちなか

市、笠間市ほか）

No.008 湘南邸園文化ツーリズム（神奈川県・

小田原市、茅ヶ崎市、大磯町ほか）
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■登録基準

① 風土や歴史を反映した共通するテーマが設定さ

れていること。

② 構成庭園等がテーマと適合していること。

③ 庭園等が公開され、管理者が明確であること。

④ 実施する事業がテーマに適合し、計画性、継続

性を有していること。

⑤ 庭園管理者や自治体による協議会が組織されて

いること。

※毎年度、国により取組状況が評価され、

登録取消も有り得る。



4

■１ 計画のテーマ 「大地に絵を描く」から「大地の物語を紡ぐ」へ

岩切章太郎の理念は、宮崎県民のアイデンティティとして各地のガーデンや市民活動に息づいき、投資余力

の低下や担い手不足が顕在化する中、市民団体等によるボランタリーな取組が着実に成果を上げています。

また、人口減少時代の諸問題に対し既に現実的な対応が求められていますが、花と緑のもつ力は、それらの

課題をとく鍵になるものとして見直されています。

宮崎花旅 365 では、本計画のテーマを「岩切イズム第２章」と称し、先人によって「描かれた絵」を土台に、

各地で息づく「物語を紡ぎ」未来につながる普遍の宮崎ブランドとして育てていくこととしました。
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■２ 宮崎に咲く多彩なガーデン

「構成庭園」

現代社会のストレスを反映するように、自然回帰の

動きが宮崎市においてもみられます。

「阿波岐原」の森が、スピリチュアルスポットとし

て注目されたり、ビーチカルチャーという世界観を提

案した「青島ビーチパーク」は、若者を中心に人気を

集め青島には移住者が増加しています。また、オーガ

ニックフェスタや、ヨガイベントは常に盛況です。

宮崎の「緑」は、これら現代人々の欲求に応える素

質を有しており、各地の庭園は、それぞれの立地特性

を反映しつつ、これまでの多くの人々の「手入れ」に

よって形づくられてきたものといえます。

本計画は、前図のとおり宮崎市内にある１１の多彩な

庭園等によって構成されています。
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朝、家を出て会社に向かう時、1日を終えて帰路につく時。

日常に溶け込むように並ぶ街路樹や、道路沿いに植わった小さな花た

ちの名前をあなたはどれくらい知っていますか？

いつも私たちの傍にあって、当たり前すぎて見落としてしまっている

もの。どんな風にそこにできたのかも、よく知らない。

しかしそこには宮崎の大地をこよなく愛した観光宮崎の父、岩切章太

郎さんの「自然の美・人工の美・人情の美」に象徴されるガーデン作

りへの想いが今でも脈々と受け継がれています。

大きく深呼吸して、少しだけ周りを見渡してみる。

それだけで少し、いつもとはちがう美しい景色が見えてくるはずです。

これまで見たことのあるもの

これまで見たことのないもの

宮崎花旅 365 を通して、新たな旅にでてみませんか。

「宮崎花旅 365コンセプトブック」
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■３ 構成庭園
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■チューリップにラックスやバラ、ヒマワ

リ、サルビアとケイトウ、そしてビオラ。

四季折々に花と緑のある生活が楽しむこ

とができ、潤いと安らぎのある空間を提供

してくれる、「花のまちづくりの推進拠点」

としての植物公園です。一年中青々と保た

れた芝生広場や、テーマごとに植栽された

ガーデニングの見本園など、花と緑に囲ま

れた空間でゆったりと過ごすことができ

ます。

■春はチューリップやバラをメーンとし

た花の祭典「春のフローラル祭」、夏はラ

ンタンが優しく灯る「みやざきグルメとラ

ンタンナイト」、秋はコスモスやサルビア

を中心とした「秋のフローラル祭」、そし

て冬には「イルミネーション」。花の施設

ならではの様々なイベントが行われてい

るので、小さなお子様からご年配の方ま

で、幅広く楽しむことができます。

フローランテ宮崎
阿波岐エリア＃01
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■松林の中にひっそりと佇む、英国式庭

園。中央に位置するガーデンハウスとそれ

をとり囲む庭園は、イギリスのトップガー

デンデザイナー、故ロビンウィリアムス氏

によってデザインされました。それぞれの

庭園に合わせ、ガーデンハウスは４つの異

なる壁面で構成されています。まるで 100

年の歳月を経ているかのような雰囲気を

醸し出し、古くからの英国の人々の生活感

があふれる佇まいにするために、様々な建

築技術を駆使した細工が施されています。

■イギリス文学の世界に迷い込んだよう

な、趣のあるガーデンハウスでは、本格的

な紅茶やスコーンを楽しむことも。フォー

マル、シーサイド、コテージ、メドゥと四

季ごとに違った表情を見せる庭を眺めな

がら、日々の喧騒を忘れ、ゆったりと過ご

すことができる空間です。

英国式庭園
阿波岐エリア＃02
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■空港から車で 30 分ほどの距離にある、

日向灘に面する一ッ葉のリゾートエリア。

■市民の森や THE LIVING GARDEN、フロ

ーランテ宮崎や英国式庭園などを結ぶ、美

しい松林の中の 4.2km の道のりはパーク

ウェイと呼ばれています。パークウェイ沿

いや松林内にある遊歩道では、海から松林

を抜けた透き通った空気と木陰が心地よ

く、昼下がりに散歩やサイクリングをのん

びり楽しむツーリストの姿も。

■そんなパークウェイの脇には、宮崎なら

ではの花木や草花たちが季節ごとに彩り、

訪れる人びとを「おもてなし」しています。

パークウエイ （阿波岐原森林公園）

阿波岐エリア＃03
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■夕暮れ時、オレンジ色の夕日がキラキラ

と反射して、美しく表情を変える大淀川。

街の真ん中を流れるこの川沿いを彩るのが

橘公園です。市役所のすぐそばに架かる橘

橋から、フェニックスの並木やブーゲンビ

リア、ハイビスカスなどの南国らしい草花

が咲いています。道中にある赤と白がどこ

か懐かしい色合いのロンブルには、休憩で

きるベンチとテーブルも。散歩やランニン

グをしに訪れる人たちの憩いの場です。

■また大淀川を含めたこの景観は、ノーベ

ル文学賞作家・川端康成の小説「たまゆら」

の舞台となったことでも有名。川端康成は

公園のすぐ向かいにある宮崎観光ホテルに

宿泊し、大淀川の夕日の美しさに感動した

のだそうです。昭和 61 年には「日本の道

100 選」に選定され、今も昔も、県民やツ

ーリストに愛される場所となっています。

橘公園
宮崎市街地エリア＃0６
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■市街地の少し外れ、標高 60m の丘に広が

る季節の草花が美しい平和台公園。早朝には

池のほとりをランニングする人が、休日には

家族連れやカップルが、それぞれの過ごし方

を楽しんでいます。公園の名前にもなってい

る平和の塔は、日本サッカー協会のシンボル

マーク「八咫烏（やたがらす）」をデザインし

たことでも知られる、日名子実三氏の設計に

よるもの。建立当時日本一の高さだったとい

うこの塔からは、宮崎の街を一望できます。

■草木に囲まれた遊歩道の脇には、どこかし

らコミカルな表情にも見える「はにわ」たち

が、実は 400 体も隠れているそう。小さな精

霊となって、この広々とした公園を守ってい

るようにも感じられます。背の高い雄々しい

木々たちに囲まれたこの公園は、標高が高い

せいか少しだけ空気もひんやり。ちょっとし

た息抜きに、散歩に出てみるのもいいかもし

れません。

県立平和台公園
宮崎市街地エリア＃07
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■青島を望む日向灘を背景に、亜熱帯の樹

木が茂る丘や谷、そして川など自然の地形

を生かして昭和 14 年に開園したこどもの

くに。家族で楽しめるパークゴルフやバラ

園、椿園をはじめ四季を彩る花々に囲まれ

て、憩いのひと時を味わうことができます。

■園内には、椿園やバラ園をはじめ、亜熱

帯のジャングルのような芭蕉谷、季節を彩

るカンヒザクラやアジサイロードなど、宮

崎の自然を活かした心地よい空間が広が

り、「自然と遊ぶ自由空間」をコンセプトに

幅広い世代に親しまれています。こよなく

花を愛した岩切章太郎氏が想いを込めたゾ

ーンの一つであるバラ園は、現在、ガーデ

ナーの源香さんを中心に、県外にもメンバ

ーを持つ「ときどき花くらぶ」のボランテ

ィアの皆さんの手により美しく管理され、

おしゃれなカフェとともに訪れる人びとに

癒やしの時間を提供しています。

こどものくに
青島エリア＃0９
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■青島からほど近いビーチサイドにあるこ

のガーデン。青島に自生するビロウや県木

のフェニックスが作る木陰に沿って歩く

と、海から心地いい潮風が吹き抜けていき

ます。中央の花壇を囲むように整えられた

芝生広場では、青空の下子どもたちが駈け

まわり、家族と遊ぶ姿も。

■カフェの横にあるガラス張りの大温室の

中では、カエンボク、ホウオウボクやヒス

イカズラなどの世界各地の珍しい熱帯花木

が育てられ、園内の熱帯果樹園では、マン

ゴーやパパイア、バナナ、パイナップルな

どのトロピカルフルーツが、どのように成

長して実をつけていくかを観察できます。

■その他にも、幹に直接実がなるジャボチ

カバや竜の目のような実をつけるリュウガ

ンなど、様々な種類の果樹たちが。ビーチ

の日差しに疲れたら、少しだけここで、息

抜きしてみるのもいいかもしれません。

宮交ボタニックガーデン青島
青島エリア＃１０
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＝gar【囲む】＋eden【楽園】

囲われたエデンのこと。

■４

Garden
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Garden

by Google

＝

Garden
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Garden
＝

Garden

陸の孤島
by Google
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食

神話
里山

里地

海

花

川

スポーツ

人柄

焼酎

野菜

魚

肉
キャンプ

サーフィン

神社

フェニック

ス

ガーデン
空

宮崎の資源

祭

楠並木

神楽鬼の洗濯板
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焼酎

●宮崎に定着した 20 度焼酎は口あたりがまろやかで豊かな風味の銘柄が多い●こ

れは肥沃な大地で生産された麦、蕎麦、芋、米などの品質が高いことや●焼酎造り

に適した水に恵まれていることに加え●ストレートやロックでも飲みやすい商品造

りが追及されてきたためである● 宮崎焼酎は人々の生活に密接

に関係し文化・伝統を育んでき た●これからも地域の食文

化を反映し続け●各地の食に不 可欠な存在であることは変

わらない●これは宮崎焼酎が持 つ多様性という特徴を生か

し●磨きをかけてきたことにより 生まれた成果である。

●宮崎では 1日の疲れを癒す「だれやみ」という晩酌が古くから人々の生活文化に深く係わってきた ●県内には 38

の焼酎蔵と 43 の醸造所 100 を越える銘柄がある ●焼酎は原料や水など自然環境や風土、気候などが大きく関係する

●特徴は麦や蕎麦、芋や米など様々な原料が各地で根付いていること ●これは宮崎が南北に長く東側が海に面し西側

が山に囲まれている地理的条件と深い関係がある ●20 度と 25 度が混在していることも特徴で ●これは戦後間も

ない頃の名残で宮崎では20度がそのまま定着した ●そのため県内では県外向けに25度 ●県内向けに20度の商品

を製造する酒造蔵が多い （「Zaikai kyusyu」 FEB.2016 より
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■５
地域活性化へのアプローチ

ガーデンツーリズムを生かしてまちをデザインする。
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宮崎県

・全県公園化構想

・沿道修景美化条例

大地に絵を描く

日本遺産

南国宮崎の古墳景観

・西都原古墳群

・新田原古墳群

・生目古墳群

綾ユネス
コエコパ
ーク

宮崎ブーゲンビリア空港

宮崎・日南リゾート地区

）（日南海岸国定公園

ひむか神話街道

日向灘

）（日豊海岸国定公園

（九州中央山地国定公園）

祖母・傾・大崩
ユネスコエコ

パーク

）（祖母傾国定公園

霧島ジオパーク

（霧島錦江湾

国立公園）

九州

山地

宮崎市

本風景街道日

日南海岸きら
めきライン

宮崎固有の豊かな緑を紡ぐ。

■宮崎県は「陸の孤島」と言われてきた南北

に長い県土に、自然と人々の営みが織りな

す特色ある伝統文化が育まれ、魅力的な緑

の資源が現代に継承されている。

⇒Garden の語源である『囲われたエデン』

といえる。

■宮崎の緑のポテンシャルは高く、都市化や

数々の観光開発の盛衰等を経験して、未だ

その根源的力を有している。

■この緑の力を、これからの時代の諸問題を

解決し得る、未来につながる新たな「価値」

として紡ぎ、生かしていくことが重要。
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緑の再定義

グリーンインフラとして再定義する。

■Ⅰ 広域的な骨格を成す緑「緑の骨格」

・国立公園（霧島錦江湾国立公園）

・国定公園（祖母傾国定公園、九州中央山地国定公園、日南海岸国定公

園、日豊海岸国定公園）

・特別史跡公園（西都原古墳群）

■Ⅱ 地域の特性を成す緑「緑のエリア」

・ユネスコエコパーク、ジオパーク、日本遺産、県立自然公園、国指定

名勝地等

■Ⅲ 緑のエリアの中核を成す緑「庭園・公園」

・都市公園、花と緑の拠点施設等
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緑の力を

引き出す

緑の力を引き出し効果を発現させる。

■ 地域の歴史性や自然特性、人との係わりを読み解く。

■ グリーンインフラとして捉え再定義する。

■ 個性を磨くとともに連携交流を促進しブランド化する。

１ 資産価値向上 ⇒ 投資促進、移住促進

２ 愛着や誇りの醸成 ⇒ 人口流出抑制

３ 健康医療との連携 ⇒ 社会保障費の軽減

４ 地場産業との連携 ⇒ 外貨獲得・域内循環・雇用創出

５ 維持管理（手入れ） ⇒ コミュニティの再生

※上記の持続的改善
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宮崎市のアプローチ。

（ガーデンツーリズムのスタートアップ）

■現代のストレス社会と連動するように、自

然回帰の動きが宮崎でもみられる。

■宮崎の「緑」は、このような要求に応える

素質を有している。

■各ガーデンは、要求に応える価値を創出す

るため、立地特性を尊重しつつ個性を磨

き、連携して相乗効果を発揮させる。

■先ずは宮崎市内のガーデンから取組をス

タートさせ県全体に広げていく。

①宮崎ブーゲンビリア空港

宮崎港

ＪＲ宮崎駅

綾ユネスコエコパーク

綾馬事公苑

（花時計）

法華嶽公園

（日本庭園）

④パークウエイ
（阿波岐原森林公園）
⑤市民の森
⑥フローランテ宮崎
⑦英国式庭園
⑧ｼｪﾗﾄﾝ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ･ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ

⑨道の駅フェニックス
⑩宮交ボタニックガーデン青島
⑪こどものくに

②橘公園
③平和台公園

＝宮崎市、国富町、綾町

連携中枢都市＝

【江田神社】

【青島神社】

【宮崎神宮】
阿波岐原地区

橘地区

青島地区

④

⑦

⑥

⑤

⑩

⑪

③

②

⑤⑨

宮崎市

⑧

宮崎市

宮崎県
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大 地 の 声 を 聴 く 。

阿波岐原
AWAKIGAHARA

かつて神々が禊した阿波岐原の森は

人の時代に様々に染められた

でも 変わったのは私たちの方

阿波岐原は何も変わっていない

いつもいつでも私たちを生まれ変わらせる

その証拠に

森の空気をおもいきり吸込んでごらん

新しい命の鼓動が体の奥からわきあがる

青島
AOSHIMA

かつて神々が遊んだ青島の地は

人の時代に様々に染められた

でも 変わったのは私たちの方

青島は何も変わっていない

いつもいつでもわくわくする風が吹いている

その証拠に

潮騒に耳を澄ませてみてごらん

神々のうたが今日も聞こえる

橘
TACHIBANA

かつて神が人となり現れた橘の地は

多くの人々の活動の中心となった

そして かなしい争いも経験した だから

忘れない 私たちは「未完」だってこと

その証拠に

まちを歩いてみてごらん

笑顔を忘れない人達の

まちをつくる足音が今日も聞こえる
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ICT の集積

”マチナカ 3000”

人材育成、供給

橘地区

地域

資源

アーバンフォレストエリア

バイオフィリックエリア

地域資源

駅

空港

港
インバウンド、

交流・関係人口

の取り込み

青島地区

阿波岐原地区

ストックリノベーションエリア

地域資源

緑のホスピタリティエリア

宮崎市

ガーデンツーリズムによる
地域の活性化。

■地域特性を読み磨く

地域特性を尊重し地域の個性を輝かせる特

色あるエリア・施設づくりを施す。

■連携交流の促進

・ビジョンを共有し、個々の強みを発揮する

と共に機能を補完し相乗効果を創出する。

・地域資源（食、歴史、アクティビティ）等

とも連携し、新たな価値を創造する。

・需要と供給それぞれの活動を喚起し、地場

産業の活性化と雇用創出を図る。

■持続性を担保する仕組づくり

・多様な事業者等との連携を強化する。

・収益を緑づくりに還元する仕組をつくる。

・持続的発展可能な体制と人材を育成する。
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食

神話
里山

里地

海

花

川

スポーツ

人柄

焼酎

野菜

魚

肉 キャンプ

サーフィ

ン神社

フェニック

ス

ガーデン
空

祭

楠並木

神楽鬼の洗濯板

農

工商

花･緑

ガ ー デ ン が 地 域 資 源 を リ ン ケ ー ジ
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「情報の共有と連携したプロモーション」
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「クラブツーリズム株式会社により、

ツーリズム商品が造成されました」

第 65 号 “花めぐり”

”「宮崎花旅 365」を楽しみつくす２日間”
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■６ 今後の課題

■持続性を担保する仕組づくり

■ビジョン

① ガーデンづくりの連携強化

造園と園芸及び生産者との融合を進め、一貫した流れの中で効率的・効果的な緑の創出・活用を推進する。

② 緑の社会化

緑の持つ、建築・土木・環境のみならず、医療・福祉、地域活性化など多くの領域の向上に貢献する力を

最大限に引き出し、ガーデンツーリズムを活用して様々な領域にアプローチしていく。

③ ツーリズムの果実を還元する仕組みづくり

ガーデンツーリズムを持続的に発展させていくため、得られた収益をガーデンに還元する仕組を構築す

る。また、そのための体制づくりと人材育成を行う。

●宮崎市から取組をスタートし、順次、県内・県外へとつなげていく。

●インフラツーリズムや日本遺産ツーリズム、サイクルツーリズムなど、多様なツーリズムとも連携し、

宮崎の多彩な地域資源を吸収しながら効果の促進を図る。

●再開への期待感が根強いフラワーフェスタについては、宮崎の多彩な地域資源、食やアクティビティ、

伝統工芸など多様な主体とも連携融合したかたちでの、新時代のフラワーフェスタの開催を目指す。



32

「宮崎花旅 365」による地域の活性化

宮崎市都市整備部景観課 課長 寺原誠一

最後に。
Garden は。。

古代から現代・未来へとつながる時の縦糸と、地域という横糸が織りなす

物語の交わるところ。私達は、宮崎のすばらしい物語を紡ぎ出し、美しい

日本の、そして「JAPAN GARDEN TOURISM」の構成員として、その役

割を果たしていきたいと考えています。

オープンガーデン

ガーデン

緑のエリア

緑の骨格


