
 

５．検討の経緯 
 
 基本計画の検討にあたっては、健康の森あり方検討会に加えて、具体な計画として健康の森基本計

画の策定に関する事項の調査、検討を行うため、健康の森あり方検討会の下部組織として健康の森基

本計画検討部会を設置して検討を行った。 
 

＜健康の森あり方検討会＞ 

 平成20年11月19日から健康の森あり方検討会を合計11回開催し、基本構想、基本計画について

検討を行い、それらを策定した。 

 
 開催日 主な議題 

第１回 平成20年11月19日（水） ・健康の森あり方検討会の目的等について 

・健康の森の現状と課題について 

第２回 平成21年２月12日（木） ・現地視察 

・現地視察結果のふりかえりと健康の森の課題について 

・緊急的な保全対策について 

第３回 平成21年７月８日（水） ・今後のスケジュールについて 

・今までのあり方検討会における議論の方向性について 

・周辺環境からみた健康の森の位置づけについて 

・関連計画等における対象地の位置づけについて 

・健康の森の方向性について 

第４回 平成21年８月25日（火） ・第３回検討会のふりかえり 

・健康の森における高度医療施設導入の考え方について 

・全体方針とゾーニングについて 

・管理の方向性について（他自治体における事例） 

第５回 平成21年11月５日（木） ・第４回検討会のふりかえり 

・全体方針とゾーニングについて 

・保全および管理・整備等手法について 

第６回 平成22年１月21日（木） ・第５回検討会のふりかえり 

・基本構想（素案）について 

第７回 平成22年６月16日（水） ・基本構想（素案）について 

 ①意見交換会の開催結果について（報告） 

 ②基本構想（素案）に対する意見の要旨及び本市の見解 

第８回 平成22年８月25日（水） ・健康の森基本構想（素案）について 

 ①意見交換会の開催結果について（報告） 

 ②自然保護団体の意見について 

 ③健康の森基本構想（素案）のとりまとめについて 

・今後の進め方について 
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 開催日 主な議題 

第９回 平成22年12月20日（月） ・健康の森基本構想について 

・健康の森基本計画検討部会について（報告） 

・今後の進め方について 

第10回 平成23年10月３日（月） ・健康の森基本計画図（素案）について 

・緑地保全のあり方について 

・緊急的な保全対策について 

第11回 平成24年３月６日（火） ・健康の森基本計画（案）について 

・実現化方策について 

 
 

＜健康の森基本計画検討部会＞ 

 平成22年12月２日から健康の森基本計画検討部会を合計11回開催し、基本計画について検討を行

った。 

 
 開催日 主な議題 

第１回 平成22年12月２日（木） ・健康の森基本計画検討部会の目的等について 

・健康の森基本構想について 

第２回 平成23年１月17日（月） ・現地視察 

・現地視察結果のふりかえりと健康の森の課題について

（意見交換） 

第３回 平成23年２月９日（水） ・先進事例視察（舞岡公園小谷戸の里、新治市民の森） 

第４回 平成23年４月21日（木） ・第２回及び第３回検討部会のふりかえり 

・論点整理と方向性について 

第５回 平成23年５月26日（木） ・第４回検討部会のふりかえり 

・外周道路について 

・地域活性に資する施設整備の検討について 

現地視察 平成23年６月15日（水） ・先進地区視察（厚木飯山あやめの里、神奈川県立自然環境

保全センター） 

第６回 平成23年６月23日（木） ・第５回検討部会のふりかえり 

・地域活性に資する施設整備の検討について 

  1) 健康の森基本計画図の検討 

  2) 地域活性化の方向性の検討 

第７回 平成23年７月26日（火） ・第６回検討部会のふりかえり 

・地域活性に資する施設整備の検討について 

  1) 健康の森基本計画図の検討 

  2) 地域活性化の方向性の検討 
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 開催日 主な議題 

第８回 平成23年８月24日（水） ・第７回検討部会のふりかえり 

・健康の森基本計画図の検討について 

・地域活性化の課題と方向性の検討について 

第９回 平成23年11月21日（月） ・第８回検討部会のふりかえり、第 10 回健康の森あり方検

討会の審議結果報告及び意見についての検討 

・地域活性化に向けた目標と方向性について 

・フットパス（案）について 

・管理方針（希少種の保護・保全方針）について 

第10回 平成23年12月19日（月） ・第９回検討部会のふりかえり 

・フットパス（案）について 

・健康増進プログラム（案）について 

・管理運営計画（案）について 

第11回 平成24年２月21日（火） ・第10回検討部会のふりかえり 

・緑地の保全手法（案）について 

・管理運営計画（案）について 

・基本計画のまとめ 
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■委員名簿 
 
＜健康の森あり方検討会＞ 

 

氏　名
会長・
副会長

種　　別 記　　事

柳沢　　厚 会長 都市計画
(株)Ｃ－まち計画室代表
藤沢市都市計画審議会　会長

麻生　　恵 副会長
緑地、自然環境保全、
景観

東京農業大学　地域環境科学部　造園科学科教授
藤沢市都市景観審議会委員

葉山　嘉一 景観生態、保全生態
日本大学生物資源科学部　植物資源科学科准教授
オオタカアドバイザー会議代表

杉原　章郎 インターネットサービス 楽天株式会社　常務取締役　開発部担当役員

小林　辰一 市民委員 遠藤地域経営会議（遠藤まちづくり推進協議会）

飯島　富士男 市民委員
遠藤地域経営会議（遠藤まちづくり推進協議会）
健康の森部会　部会長

飯島　正博 市民委員 藤沢市農業委員（遠藤地区）

高橋　和也 市民活動団体 大庭自然探偵団　事務局

森　　要
（岸　しげみ）

市民活動団体
藤沢探鳥クラブ　オオタカ担当　第１回～第６回
（藤沢探鳥クラブ　第７回～第１１回）

斉藤　清次 市民活動団体 遠藤竹炭の会　会長

竹越　　功
（矢ノ目　優）

慶應義塾大学
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス　総務担当　課長
第１回～第８回　（第９回～第１１回）

江口　正広
（村上　篤太郎）

慶應義塾大学
慶應義塾大学湘南藤沢事務室　看護医療学部担当　課長
第１回～第１０回　（第１１回）

（オブザーバー） 藤沢市まちづくり推進部まちづくりみどり推進課長

藤沢市まちづくり推進部西北部長後地区整備事務所

藤沢市市民自治部遠藤市民センター(遠藤地域経営会議事務局)

（受託機関） (株)グラック

（事務局）
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＜健康の森基本計画検討部会＞ 

 

氏　名 部会長 種　　別 記　　事

飯島　富士男 あり方委員
遠藤地域経営会議（遠藤まちづくり推進協議会）
健康の森部会　部会長

伊澤　淳一 臨時委員 地権者代表

伊澤　　實 臨時委員 地権者代表

小林　辰一 あり方委員 遠藤地域経営会議（遠藤まちづくり推進協議会）

櫻井　正男 職務代理者 臨時委員
地域代表
遠藤地域経営会議（遠藤まちづくり推進協議会）

普川　進武 部会長 臨時委員
地域代表
遠藤地域経営会議（遠藤まちづくり推進協議会）
（平成２４年１月　委員退任）

岸　しげみ あり方委員 藤沢探鳥クラブ

斉藤　清次 あり方委員 遠藤竹炭の会　会長

袖岡　三津男 臨時委員 大庭自然探偵団

高橋　和也 あり方委員 大庭自然探偵団　事務局

森　　要 臨時委員 藤沢探鳥クラブ　オオタカ担当

学
識
経
験
を

有
す
る
も
の

葉山　嘉一
オブザーバー
景観生態、保全生態

日本大学生物資源科学部　植物資源科学科准教授
健康の森あり方検討会委員

（オブザーバー） 藤沢市まちづくり推進部まちづくりみどり推進課長

藤沢市まちづくり推進部西北部長後地区整備事務所

藤沢市市民自治部遠藤市民センター(遠藤地域経営会議事務局)

（受託機関） (株)グラック

市
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（事務局）
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