レクリエーション

都心部からも多くの人が訪れる農業公園
柏市あけぼの山農業公園（千葉県柏市）

柏市民に限定して貸し出している620区画の市民農園。夏野菜が元気に育っている

春のチューリップ祭りは大勢の人でにぎわう
（写真提供：柏市）
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風車のある
「ふれあい農園」
は、春には菜の花、
チューリップ、夏にはヒマワリ、秋にはコスモスと、季節ごとに花が植え替えられ、詩情豊かな風景を楽しむことができる
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集まって「富勢地区ふるさと農園営農組合」
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合が独自に管理運営している。

間約 60 万人が訪れている。

る農業公園として生まれ変わった。

した。平成 4 年には市民農園が開園。そ

体験農園内には 5 × 5m の市民農園が
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■ ネック克服と今後の課題

設として開園した農業研修センターを、都

平成 6 年 4 月「あけぼの山農業公園」は

柏市民に貸し出されている。一世帯１区画
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の管理運営は富勢地区ふるさと農園営

		
		

施行者（事業者）： 柏市
その他
： 農業公園の管理運営は公社、体験農園

連絡先

		

土地利用規制 ： 全域農振地域白地指定
事業手法 ： 新農業構造改善事業、都市農地セン

ター設置事業、農村アメニティ形成事業
事業期間 ： 平成2 平成6年、94年全面オープン
～

： 千葉県柏市布施地区
所在地
土地面積 ： 農業公園5.5ha、体験農園9.5ha
計画地域 ： 市街化調整区域

農組合
： 柏市あけぼの山農業公園
☎04-7133-8877
柏市経済部農政課
☎04-7167-1143

土地利用・施設概要
農業公園地区 5.5ha（延床 2,286㎡）
本館
13,700㎡（869㎡）
アスレチックコース
4,000
梅園
5,200
展示温室
（203㎡）
プラザ
4,500
加工自習館
(470㎡ )
資料館
（707㎡）
穴窯
（37㎡）
バーベキューガーデン
2,700
ふるさと広場
11,200
竹林
4,600
人工滝、自然林
6,300
駐車場（2000 台）

る。今後は行政の垣根を越えたひとつの交

( 駐車場 52 台含）
果樹園
ふれあい農園（花畑）
風車広場（風車）
トマトハウス（直売所）

8,500
22,000
5,600（36）
1,000（178）

その他地区
散歩道
牧草地、駐車場

※市民農園利用は 25 〜 50㎡、年間 7500 〜 1 万 5000 円

JA 富勢
農園事務局
体験農園地区
農地所有者
農産物供給

流拠点として総合的に整備される体制が望
まれる。

体験農園地区 9.5ha（延床 214㎡）
市民農園
24,200㎡
体験農園
23,700
（663 区画、駐車場 55 台含）
ふれあい広場
3,000

あけぼの山農業公園の運営体制

農業公園を管轄する農政課とは別の管轄と
なり、一体的な管理ができていない点であ

プ ロ ジェクト 概 要

親子連れに人気のバーベキューガーデン。
レストラン形式の屋内タイプも併設されている

資材供給
周辺農家

富勢ふるさと
農園営農組合
参加

管理運営
体験農園地区
・市民農園
・体験農園
・トマトハウス
・広場、駐車場等
あけぼの山農業公園

（財）柏市都市
振興公社

委託

柏市経済部
農政課

管理運営
農業公園地区
・本館
・加工実習館
・バーベキューガーデン
・史料館
・展示温室
・広場等
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年より体験農園の用地買収が始まる。それ

く、桜で有名な「あけぼの山公園」（都市

		

千葉県柏市の東北部に位置する利根川近

		

鮮な野菜を持ち寄って廉価で販売する直売

		

平成 4 年には、近隣の農家が作った新

年間 1.25 億円かかり、もともと収益性が乏

		

払っている。この公園の維持管理費として

主な土地の所有者は地元農家で、平成 2

■ プロジェクト実現のプロセス

体験農園が計画された。

柏市あけぼの山農業公園マップ

