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ナショナルパーク・シティ・
ファミリーの一員になるための
10のステップ　
1.  リサーチを始めよう

2.  活動を登録しよう  

3.  可能性を探ろう

4.  あなたの住む都市ならではの

　　物語を紡ごう  

5.    あなたの住む都市ための

　　憲章と提案を言葉にしよう

6 .   考えを表現し、コミュニティを育て  

 支持を築こう

7.  できることを増やそう

8.  申請のためのポートフォリオを

　　提出しよう  

9.   ナショナルパーク・シティの

　　コミットメントに賛同しよう 

10. 発足を記念し、活動を始めよう
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とは何か？
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3 

4 

5

6

7

8

12 

14 

16 

18

 

20

 

23

25 

27

 

31

33

35

36

37

National Park City Journey Book

目次

2

Photo  
Luke Massey 
London



3

「もし、ロンドンがナショナルパーク・シ
ティだったら？」

このシンプルな問いは、私たちの住む
都市と、その周りに広がる世界につい
て、今とは違う未来の姿を想像すること
を促してきました。

この問いは、他にも様々な「もし、……
だったら？」という問いをめぐる想像に
私たちを誘いました。

もし、誰もが自然とよりよい関係を築け
るとしたら？

もし、誰もが良質な緑地を利用できる
としたら？

もし、街路が今よりも10倍豊かなの緑
で溢れていたら？

もし、学校が屋外授業がもっと沢山あ
ったとしたら？

もし、街中にもっと多くの人が歩いてい
たら？

もし、環境汚染が今よりも少くなったと
したら？

もし、街にもっと多くの鳥がいたとした
ら？

「もし、……だったら？」という問いは、
私たちの合言葉であり、私たちの文化
でもあります。 ナショナルパーク・シテ
ィのビジョンは、健康と気候と生態系と
社会が危機に瀕するこの時代に希望
を与えてくれます。それは協働のひとつ
のかたちであり、私たちが他でもない
私たちのためにつくることのできるポジ
ティブな物語なのです。

このジャーニーブックの第一版が広く
読まれ、あなたもナショナルパーク・シ
ティの旅路に加わってくれることを期
待しています。ロンドンとアデレードの
ナショナルパーク・シティや、世界中で
ナショナルパーク・シティを目指してい
る様々な都市と同じく、このジャーニー

ブックも旅を続けています。それは「も
し、世界中のナショナルパーク・シティ
がお互いに支え合う強力で大規模なフ
ァミリー（＝世界連盟）があったら？」と
いう大きな問いと展望をめぐる旅路な
のです。

このジャーニーブックには、50ヵ国以
上の仲間たちの豊かで多彩な経験が
活 かされています。この 仲 間 たち
は、2019年７月にすべてのナショナル
パーク・シティの共通目的を定める世
界憲章づくりに協力してくれました。こ
の共通の旅路の地図の出発点となる
ナショナルパーク・シティという構想を
私たちは2020年に世界に問いかけま
した。そして私たちはワールド・アーバ
ン・パークスとザルツブルグ・グローバ
ルセミナーと連携する国際的なネット
ワークを通じて、ナショナルパーク・シ
ティという考えがこの時代にふさわし
いものだという共感を世界中から集め
ることができました。

世界中のナショナルパーク・シティが
ひとつのファミリーとして協力すること
はますます重要になっています。この
度のパンデミックを通じて、非常時に
おけるコミュニティの基本的ニーズは、
ナショナルパーク・シティのビジョンと
大いに共通していることがわかりまし
た。パンデミックは、自然とのふれあい
や自然の修復が、私たちの健康にとっ
て欠かせないものであり、それができる
健全な都市が求められていることを明
らかにしました。今日では様々なコミュ
ニティが力を合わせて様々な活動を推
進しています。ナショナルパーク・シテ

ィを目指して協力する偽りのない熱意
が、海を越えて、世界中で高まってい
ます。これは、それぞれの生活と仕事
の場所で、健全な気候と自然と私たち
自身の健康を実現しようとする希望の
旅路なのです。世界中のナショナルパ

ーク・シティの世界連盟であるファミリ
ーはまだ生まれたばかりで、アイデアや
コミュニティや関係をひとつひとつ重
ねながら成長しているところです。

このジャーニーブックは、世界中のナシ
ョナルパーク・シティがひとつのファミ
リーとして支え合う未来をどのように
構想し、追求し、実現していくかという
観点から、ナショナルパーク・シティの
独自性を説明するものです。それは人
々を共通の冒険へと誘う旅路であり、
様々なアイデアに耳を傾け、困難を乗
り越えるためにあらゆる人の多彩な能
力と才覚を結集させます。ナショナル
パーク・シティを目指す旅路は、人間
と自然にとってよりよい都市の今と未
来をつくるための様々な機会を尊重し
ます。この旅路の基本は、力を合わせ
て行動することにあります。

ナショナルパーク・シティになるまでの
道のりはひとつではありません。このジ
ャーニーブックにまとめらえたステップ
は、私たちが未来の都市のためにとも
に抱く希望へと向かう一般的な道筋を
提供するものです。

世界中のナショナルパーク・シティの
連盟となるナショナルパーク・シティ・
ファミリーは、その多様性を通じて、お
互いに刺激を与え、学び、成長し、支
え合うことを促します。より緑豊かで、
健やかで、自然に満ち、公平で、レジリ
エントな都市という共通目的に向けて、
私たちは好奇心と冒険心と行動力とい

う絆で結ばれます。様々なナショナル
パーク・シティーからなるナショナルパ
ーク・シティ・ファミリーは、変化の可
能性に開かれています。それが世界に
与える影響はすべて私たちの行動にか
かっているのです。

ダン・レイヴン＝エリソン
ロンドン・ナショナルパーク・シティ
設立者
アリソン・バーンズ
ナショナルパーク・シティ財団
設立時理事

はじめに
ロンドンから始まったナショナルパーク・シティ運動

は、アデレードを仲間に加え、さらにこの10年間で世界

中の人々が集うコミュニティとなりました。私たちナショ

ナルパーク・シティ・ファミリーは、世界各地の活動を

推進するため、関心を共有し、関係を築き、意見を交換

し、力を合わせて行動します。
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ナショナルパーク・シティ・ファミリーの一

員になるための案内へようこそ！

ナショナルパーク・シティ・ファミリーは、

より緑豊かで、健全で、公平な都市を目指

す世界中の人々による成長中のネットワー

クです。
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ロンドン／イギリス

グラスゴー／スコットランド

ゴールウェイ／アイルランド

ニューキャッスル／イギリス
チェスター／イギリス

ベルファスト／北アイルランド

ベルリン／ドイツ

ティラナ／アルバニア

ヴァン・ゴッホ国立公園／オランダ

カザン／ロシア
カルガリー／カナダ

サクラメント／アメリカ

サンフランシスコ／
アメリカ

リオ／ブラジル

ブエノスアイレス／アルゼンチン

ボゴダ／コロンビア

ワシントンDC／アメリカ
ルイスヴィル／アメリカ

キガリ／ルワンダ

アディスアベパ／
エチオピア

マイスール／インド

ティンプー／ブータン
柳州／中国 

チェンマイ／タイ
マニラ／フィリピン

アデレード／
オーストラリア

ワイアリキ公園地域／
ニュージーランド

東京／日本
ソウル／韓国

ナイロビ／ケニア

クマシ／ガーナ

ケープタウン／南アフリカ

サウサンプトン／イギリス
スウォンジー／ウェールズ

カーディフ／ウェールズ

ナショナルパーク・シティになることは
ひとつの旅のようなものです。この「ジ
ャーニーブック」はその旅路に必要とな
る様々なことを伝えるものです。
私たちは、ナショナルパーク・シティに
なるための10のステップに沿って活動
することを推奨しています。それぞれの
ステップは、ロンドンを世界初のナショ
ナルパーク・シティにした私たち自身の
経験と、世界中のナショナルパーク・シ
ティを支援する思想家やインフルエン
サーやリーダーたちと協働してきた経
験に基づいています。
この10のステップに沿いつつ、それら

をあなたの地域の状況や展望やニーズ
に合わせることで、あなたの住む都市
をファミリーの一員とし、ナショナルパ
ーク・シティとしての公認を受けるため
の申請準備を進めることができます。

このジャーニーブックは変化していくド
キュメントです。すでにナショナルパー
ク・シティとなった都市や、その目標に
向けて活動している都市の仲間たちか
ら集められたさまざまな事例や物語や
エビデンスを元に、このジャーニーブッ
クは更新されていきます。

凡例

公認された  
ナショナルパーク・シティ

ナショナルパーク・シティの 
活動が進んでいる地域

ナショナルパークシティ
候補地域

ようこそ

マラケシュ／モロッコ

National Park City Journey Book

あなたの住む都市も  
この地図に仲間入りしませんか？  

コンタクト： 
hello@nationalparkcity.org
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「ナショナルパーク」という言葉は、世界中で様々なかたち
で定義されています。それらに共通しているのは、ナショナ
ルパークは私たちに自然や文化や歴史的遺産とのよりよい
関係や、感動や成長の機会を与えてくれる特別な場所だ
ということです。ナショナルパークが持つ長期的で大規模
なビジョンを都市に組み合わせてみたら、何が生まれるで
しょうか？ それは「都市は誰のために、何のためにあるの
か」という共通理解を変える可能性です。ナショナルパー
ク・シティは、ナショナルパークの考え方に着想を得たもの
ですが、制度的には異なるものです。

ナショナルパーク・シティ
とは何か？

ナショナルパーク・シティ財団は、世界
中のナショナルパーク・シティを支える
公益活動を行う団体です。2019年夏
にロンドンが世界初のナショナルパー
ク・シティになり、2021年にはアデレー
ドがそれに続きました。ロンドンとアデ
レードのナショナルパーク・シティとし
てのステータスを確立するキャンペー
ンを成功させた今、ナショナルパーク・
シティ財団はナショナルパーク・シティ
という考え方が世界中に広まることを
期待しています。 

今日では世界人口の大多数が都市で
暮らしており、世界中の関心が都市へ
と注がれています。ナショナルパーク・
シティは、都市と、その未来と、都市で
の暮らしを考え直すためのひとつの方
法です。ナショナルパーク・シティは、
都市住民の健康を改善し、人類が共
有する気候を安定させ、自然を修復す
ることにも貢献します。私たちは2025
年までに世界に少なくとも25のナショ
ナルパーク・シティを認定することを目
標としています。この目的に向けて、私
たちはワールド・アーバン・パークスと
ザルツブルグ・グローバル・セミナーを
筆頭とした国際的なパートナーたちと
協働しています。

詳細はウェブサイトをご覧ください。

www.nationalparkcity.org

ナショナルパーク・シティはひとつの場
として、ビジョンとして、都市規模のコ
ミュニティとして、人 と々場所と自然の
よりよい営みをともに実現することを目
指します。その特徴のひとつは、人 と々
文化と自然の相乗効果を目指して行動
し、よりよい暮らしの基盤と私たち自
身の幸福を追求することへの幅広いコ
ミットメントです。ナショナルパーク・シ
ティは長期的で、大規模で、地域密着
型で、個人を尊重し、世代を超えて受
け継がれていくものです。ナショナルパ
ーク・シティに貢献し、その恩恵を受け
る可能性は、そこに住むすべての人々
の日々の暮らしのなかに存在していま
す。

*どのような地域や地方も「ナショナル
パーク・シティ・ファミリー」に申請でき
ます。但し「都市」のみが「ナショナル
パーク・シティ」公認の申請対象です。
（➡用語集 p.35）

5

What if Tokyo was a 
National Park City? 

Photo
Yuhei Nakajima, 
Tokyo

ナショナルパーク・シティ財団 財団の役割
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私たちがともに実現しようとするビジョンは、
人 と々場所と自然がより豊かにつながる都市です。

豊かな自然の恩恵のなかで
誰もが屋外で散策し、遊び、学ぶことのできる、
そんなナショナルパーク・シティをつくりましょう。
それは誰もが心地よい公共空間と緑地を利用でき、
きれいな空気のなかでたっぷりと深呼吸でき、
水辺では泳ぎを楽しめるような都市です。

都市をより緑豊かで、健やかで、公平で、
調和した暮らしの場にするため力を合わせましょう。

ナショナルパーク・シティはよりよい暮らしのための
共通のビジョンであり、そこに向かう旅路です。
ナショナルパーク・シティでは誰もが
日々の暮らしのなかでその恩恵を受け、
その豊かさに貢献することができます。

それは大規模で長期的なビジョンであり、
実現には数々の行動が必要になります。
都市ではすでに様々なことが行われていますが
様々なコミュニティや政府機関を横断して
ともに努力し、学び、共有し、取り組むことで、
私たちはさらに多くのことを達成できるのです。

   暮らし、健康、ウェルビーイング

    自然との関係と人間同士の関係

    野生生物、木々や花々

    場所、生物の生息地、

        空気、水、海中・地上の環境

     地産地消と責任ある消費
 

     意思決定、共有、学び合い、協働

     屋外で過ごす時間、文化、

　　アート、遊ぶこと、歩くこと、

　　サイクリング、食べること

本憲章は、これらの目標を達成し、さらにその先へと向かうための抱負と責任と能力を
私たちが共有していることを表明するものです。

ナショナルパーク・シティとは何か

ナショナルパーク・シティは、人 と々生物と自然のより
豊かな営みを実現するための、場所であり、ビジョンで
あり、都市規模のコミュニティです。その特徴のひとつ
は、よりよい暮らしの基盤をつくるために、人 と々文化
と自然の相乗効果を目指して行動することへの幅広
いコミットメントにあります。
ナショナルパーク・シティはこの時代に即した文化的
な選択です。それは、都市の内外で人間と自然が共存
していくことを可能にするような、具体的な「場所」へ
の感性と暮らしのあり方に対するコミットメントです。
ナショナルパーク・シティ世界憲章の目標と原則と希
望は、世界中すべての都市の人々に開かれています。

この憲章に示された希望の実現のためにともに歩んで
いける力強いナショナルパーク・シティ・ファミリーが
生まれることを、私たちは期待しています。
ナショナルパーク・シティ財団は、様々な主体と協力し
て、ナショナルパーク・シティのビジョンを国際的に支
援するための行動とその進捗をまとめた報告書「ステ
ート・オブ・ナショナルパーク・シティ」を発行します。

この世界憲章への署名は、署名した個人または集団
がナショナルパーク・シティのビジョンを支持し、ナシ
ョナルパーク・シティを成功に導くことを宣誓するもの
となります。

Photo  
Presidio Trust,
San Francisco

私たちの
共通目的
ナショナルパーク・シティ世界憲章は、ナショナルパー

ク・シティ運動の目的、ビジョン、信念、そしてゴールを

定めるものです。この憲章には50ヵ国以上の人々が協

力しています。

すべての都市のための
ナショナルパーク・シティ
世界憲章

6

私たちはこれらの改善を目指して協働します。



参加のメリット

ナショナルパーク・シティ・ファミリー
の一員となることには以下のメリット
があります。

―　他の地域の人 と々の知識や実
験やアイデアやリソースの共有
―　協働的なキャンペーンやプロジ
ェクトへの参加
―　仲間や同志たちとの個人的・職
業的なネットワークの拡張
―　ナショナルパーク・シティ運動
への影響力

ナショナルパーク・シティ
ファミリーの
一員になることで
何ができるか

都市にとってのメリット 

あなたの住む都市がナショナルパー
ク・シティとして国際的に公認される
ことで、以下のメリットがあります。

―　世界の他の都市と共通のアイデ
ンティティと目標と活動方法をつくり
だせる
―　ナショナルパーク・シティの目
的や価値の影響を受けたビジョンに
より、人々の着想を刺激できる
―　新しい可能性と抱負とアイデア
を都市の新たな側面として加えるこ
とができる
―　世界の他の都市と協力して有
害な社会構造や制度や活動に対抗
することができる
―　地域的で、大規模で、長期的
で、包括的な思考方法を育むことが
できる
―　ナショナルパーク・シティの共
通言語を通じて、利害や関心やバッ
クグラウンドが異なる人々同士の共
通理解を促すことができる

公認のための評価 

ナショナルパーク・シティ・ファミリー
の一員を目指す場合も、さらに正式
なナショナルパーク・シティとしての
国際的な公認を目指す場合も、提
出書類とポートフォリオの質には等
しく高い水準が求められます。
あなたの住む都市のランドスケープ
について、私たちは以下の点を評価
します。

―　ナショナルパーク・シティ評価
基準（➡p.30）にそれぞれ適合して
いるか
―　10のステップ（➡p.10）をすべ
て満たしているか

どのような地域や地方も「ナショナル
パーク・シティ・ファミリー」に申請で
きます。但し「都市」のみが「ナショ
ナルパーク・シティ」公認の申請対象
です（➡用語集 p.35）。いずれの場
合も申請は同じ手続きとなります。
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ナショナルパーク・シティ財団と、今も
成長を続けるナショナルパーク・シテ
ィ・ファミリーは、あなたの挑戦をでき
るかぎりサポートしたいと考えていま
す。私たちの同志たちのネットワークは
この協働を進める方法として急速に力
を高めつつあります。

月例ミーティング

私たちは毎月第一木曜日にナショナル
パーク・シティをめざす人々のためのオ
ンライン・ミーティングを行っています。
その目的は、アイデアとネットワークを
共有し、協働を促進することです。現
在はこのミーティングは英語でのみ行
われています。登録は以下のURLか
ら行えます。
www.nationalparkcity.org/contact

ワークショップ

私たちはナショナルパーク・シティや
ナショナルパーク・シティ・ファミリー
の認定に必要なさまざまなステップな
どを扱う協働的なワークショップを開
催しています。現在はこのミーティング
は英語でのみ行われています。登録
は以下のURLから行えます。
www.nationalparkcity.org/events

クラスタ

これからナショナルパーク・シティを
目指す都市は、共通の関心によって
様々なクラスタ（集団）を形成します。
これらのクラスタを通じた同志による
支援は、今後より増強されていくでし
ょう。これらのクラスタへの招待は月
例ミーティングの際に行われます。

ワークショップ・セミナーの
特別開催

申請手続きの特定の側面についてセ
ミナーやワークショップを特別開催し
たい場合、以下のコンタクトからご相
談ください。できるかぎりの支援を行
います。

hello@nationalparkcity.org

支援が必要になったら

私たちのチームは少人数のスタッフと
ボランティアでなりたっています。現
在は、ボランティアと活動家たちの成
長中のコミュニティができるかぎりの
サポートを行っています。このサポー
トチームの多くは、ナショナルパーク・

シティを立ち上げるために活動してい
る経験豊かな専門家です。
もしここには挙げられていないことで
ナショナルパーク・シティやナショナ
ルパーク・シティ・ファミリーの認定に
関する助言や相談が必要な場合、下
記URLにあるリソースと同志たちのネ
ットワークを適宜活用してください。
www.nationalparkcity.org/journey

もし何か問い合わせたいことがあれ
ば、まずは以下の方法をお試しくださ
い。

―　ウェブサイトのＦＡＱ
―　フォーラム（疑問に対する答えを
探したり、他の人 と々の関係をつくるこ
とができます）
―　月例のオンラインミーティング
―　グループメール（登録後、他の都
市で活動する人 と々つながることがで
きます）

より詳細な情報は下記URLをご覧く
ださい。
www.nationalparkcity.org/journey

ナショナルパーク・シティを目指すあなたの旅路は、簡

単ではないかもしれませんが、楽しく、やりがいのある

ものになることを私たちは願っています。活動へのコミ

ットメント、強い意思、創造力、好奇心、そして協働が、

あなたを成功へ導く鍵となります。あなたの住む都市

をナショナルパーク・シティ・ファミリーの一員にした

い場合は、下記URLから登録を行ってください。ナショ

ナルパーク・シティ財団が提供する様々な機会につい

ての情報を共有することができます。

nationalparkcity.org/apply

申請のための
サポート

National Park City Journey Book 8

What if Johannesburg 
was a National Park City? 

Photo  
City of Johannesburg 
Metropolitan Municipality



ナショナルパーク
シティ・ファミリーの
一員になるための
１０のステップ
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ナショナルパーク・シティ・ファミリーの
一員を目指す場合も、「ナショナルパー
ク・シティ」としての公認を目指す場合
も、あなたの活動はこの10のステップに
沿って進められることになります。

National Park City Journey Book

6
考えを表現し、コミュニティを

育て、支持を築こう
 

7
できることを増やそう

 

8
申請用のポートフォリオを

提出しよう
 

9
ナショナルパーク・シティの
コミットメントに賛同しよう 

10
発足を記念し、
活動を始めよう

1
リサーチを始めよう

2
活動を登録しよう

3
可能性を探ろう

4
あなたの住む都市ならではの

物語を紡ごう

5
あなたの住む都市のための
憲章と提案を言葉にしよう

10

What if San Francisco  
was a National Park City? 

Photo 
Presidio Trust, San Francisco
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―　あなたの展望と目標を実現する
ためのコミュニティを育てる
―　あなたの住む地域をより緑豊か
で、健やかで、自然に溢れ、公平なも
のとする
―　あなたのビジョンを発信する
―　あなたの住む都市の人々に賛同
者を増やし、あなたの抱負を実現する
ための権限をかたちにする
―　あなたの行う様々な努力のため
の準備を進め、それらをより確固たる
ものにする
―　ポートフォリオ制作のために必要
なエビデンスを集め、あなたの申請を
裏付ける

ナショナルパークシティをめざす10の
ステップの中心になるのがエビデンス
をまとめたポートフォリオです。このポ
ートフォリオづくりが創造的で協働的
なプロセスとなることで、あなたの様
々な努力が構造的に示されることを
期待します。

申請手続きにおける評価チームの費
用をカバーするため、申請は有償とな
っています。この手続き費用には書類
審査やピア・レビュー、現地視察の渡
航費、管理業務などが含まれます。そ
の大部分を占めるのが旅費であり、
最終的な費用はあなたの住む都市が
どこにあるかにより変わります。

必要だと判断された場合、ナショナル
パーク・シティ財団はこの費用をまか
なうための資金確保に協力を行いま
す。

費用についてのより詳細は情報はこち
らをご覧ください。

www.nationalparkcity.org/journey

10のステップに沿って
あなたが達成していくこと

National Park City Journey Book 11

What if Adelaide  
was a National  
Park City? 

Photo  
Green Adelaide 
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1

まずはナショナルパーク・シティ運動について焦らずに

じっくり調べてみてください。重要なのは、ナショナル

パーク・シティの共有する目的と価値をあなたが十分

に理解することです。

初めにすべての都市のために書かれた「ナショナルパ

ーク・シティ世界憲章」に目を通してください。この憲

章は、ナショナルパーク・シティ運動を総括する展望と

共通のゴールを定めています。この憲章は50ヵ国以上

の人 と々の一年間にわたる協働を経てつくられたもの

であり、これからも進化していくでしょう。この憲章は

私たちの運動の核心をなすものです。

また、運動の背景について調べる際は、下記URLの資料に目を通すこと
もおすすめします。
www.nationalparkcity.org/journey

ナショナルパーク・シティについての理解が深まったら、次はあなたの住む
都市の人々に意見を求める段階です。

リサーチを
始めよう

  Artwork  
Patricia Reyes, 
Manila
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活動を進める前に、まず何人かにナシ
ョナルパーク・シティというものについ
てどう思うかを聞いてみましょう。友人
や家族や仕事仲間に簡単に意見を求
めてみてください。その人たちは、あな
たの住む都市がナショナルパーク・シ
ティ・ファミリーの一員やナショナルパ
ーク・シティになることを想像できたで
しょうか？それをきっかけにどんなよい
ことがあなたの住む都市に生じると考
えてくれたでしょうか？

定期的に開催されるナショナルパー
ク・シティのオンライン・ミーティング
に参加し、他の都市の人 と々出会い、
質問をしてみてください。今後の催し
はすべて下記URLに掲載されます。
www.nationalparkcity.org/contact
十分に自信を高めたら、公にワークシ
ョップやフォーラムなどの集まりを開
催し、あなたの住む都市のより多くの
人 と々ナショナルパーク・シティについ
て考えてみてください。

大切なのは、いちばん最初のミーティ
ングに、様々な場所や背景や利益集
団に属する人々を巻き込んでいくこと
です。集まった人々が多様なものであ
るほど、より多くのことを学ぶことがで
きるはずです。そのことを達成するに
は、さまざまな場所や状況でミーティ
ングを重ねることが必要です。

さらに次のステップとしてあなたの活
動を登録するときには、あなたの住む
地域や都市から２００人の支持を集
めていなければなりません。そのひと
りひとりがあなたのイニシアチブに署
名している必要があります。集会を開
くことは新しい人と出会い、関係を築
き、支持者を集めるためのひとつの有
用な方法です。

あなたが語りかけている人々がナシ
ョナルパーク・シティの考えをさらに
追求し、推進していくことに概ね協力
的であったときのみ、あなたの活動を

登録して次のステップに進んでくださ
い。この段階ではあなたのまわりの人
々が完全に納得している必要はあり
ません。おそらくは沢山の疑問もある
でしょう。しかし、大切なことは人々の
あいだにナショナルパーク・シティへ
の好意的な印象と熱意があると感じ
られることです。

法律などの制度面について懸念や疑
問を示す人もいるかもしれませんが、
そうした人々のためにあなたの歩み
を止める必要はありません。ただし、
そうした懸念や疑問を心に留めて、し
っかりと考えていくことは欠かせませ
ん。

活動を始めたばかりの頃から私たちは小さな
集まりを幾度も重ね、人々の声を聞いてきまし
た。「もし、ロンドンがナショナルパーク・シティ
だったら？」「それでどんないいことが起きるだ
ろう？」「それで何が変わるだろう？」「どう実
現すればいいだろう？」参加者が数名だけとい

うことも多 あ々りましたが、そこでの質の高い対
話と関係は、私たちの成功の鍵となりました。 
ダン・レイヴン=エリソン
ロンドン・ナショナルパーク・シティ

National Park City Journey Book 13

Photo  
City of Johannesburg 
Metropolitan 
Municipality

人々の反応を探る
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2

ナショナルパーク・シティ・ファミリーの一員を目指す

ことを決心したようですね。あなたはひとりではありま

せん。ナショナルパーク・シティ財団があなたをサポー

トします。また、他の都市で活動し、ともに目標に向か

って協働することを願う仲間たちのコミュニティもあり

ます。まずは、あなたの活動を登録しましょう。

活動を
登録しよう

   Artwork  
Yuhei Nakajima  
Tokyo
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あなたの住む地域や都市をナショナル
パーク・シティ・ファミリーの一員や正
式なナショナルパーク・シティにするた
めに、活動を登録し、率先していく機
会は、すべての人に開かれています。個
人であっても、グループであってもかま
いません。特別な経験や専門知識がな
くてもかまいません。バックグラウンド
も問いません。 

正式な登録を行う前に、あなたの住
む都市がナショナルパーク・シティ・フ
ァミリーにふさわしいと考える人が200
人いることを証明しないとなりません。
この200人はその都市の様々な場所か
ら集まった、幅広い出自や関心を反映
したものでなければなりません。それ
はあなたの申請手続きへのコミットメ
ントを実証するものとなります。また、
この手続きは、あなたにとってはナシ
ョナルパーク・シティという考えが同じ
都市に住む人々に好意的に受け入れら
れているかどうかを探る助けとなり、ナ
ショナルパーク・シティ財団にとっては
あなたの住む都市の性質を教えてく
れるものとなります。

活動を登録する手順
 
１．
あなたが推進するナショナルパーク・
シティのイニシアチブを支持する200
人の署名を集める

２．
署名をした200人が、ナショナルパー
ク・シティ世界憲章に署名する

３．
下記URLから手短に登録を行う
nationalparkcity.org/apply

登録が完了したら、あなたの活動とそ
の舞台となる地域や都市はナショナル
パーク・シティ・ファミリーの「エマー
ジング・メンバー」として扱われるよう
になります。申請手続きのすべてを終
え、エビデンスをまとめたポートフォリ
オを提出し、申請が承認されれば、あ
なたの住む都市はナショナルパーク・
シティの「エスタブリッシュド・メンバ
ー」になります。

Photo
Clive Furler, 
Adelaide 
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   Artwork  
Sylvia Gomez, 
Bogota

3

活動を登録したなら、次はあなたのコミュニティを育て

る支援を募り、具体的に行動し、ポートフォリオと申請

に必要なエビデンスを集める段階です。

これはあなたの住む都市の未来をつくるとてもやりが

いのある旅路のはじまりです。ナショナルパーク・シテ

ィとしての認定以後も、あなたの挑戦と思考は進化し、

さらに広がり、深まっていくでしょう。

可能性を
探ろう

16
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申請用のポートフォリオでは、あなた自身
の活動グループと、あなたの住む都市の
人々が、以下の問いについてどのようにと
りくんだかを示すことが期待されます。こ
れはあなた自身の理解を高め、より多くの
人々を巻き込み、ナショナルパーク・シテ
ィについてのあなたの思考と主張と活動を
より強化することにつながるでしょう。

問いつづけるべきこと

―　ナショナルパーク・シティとは何か
―　あなたの住む地域や都市がナショナ
ルパーク・シティやナショナルパーク・シテ
ィ・ファミリーの一員になることで何が起き
るか
―　ナショナルパーク・シティはあなたの
住む都市をどう変えるか
―　あなたの都市にはどのような良い影
響があるか
―　どのようなコストがかかるか
―　何に対するよい変化が生まれるか
―　ナショナルパーク・シティのアイデアを
支持するのはどのような人々か
―　ナショナルパーク・シティへの申請に
役立つことのなかであなたの住む地域や
都市がすでに達成しているものはなにか
―　どのような人々がナショナルパーク・
シティという考え方を歓迎しないか
―　活動の効果的な進め方は何か
―　ナショナルパーク・シティは実践的に
どのように機能するか
―　ナショナルパーク・シティになること
で何を達成するのか

 
推奨される現地調査 

あなたの探求をつづけるなかで、他にもで
きることの例を示します

―　あなたの住む都市を歩きながら、課
題や機会やプロジェクトなど、何であれあ
なたのミッションに関係がありそうなもの
の写真を撮ること

―　あなたの住む都市をより緑豊かで健
全で自然にとってよりよいものにするため
に、すでに起きていることと、これから起
きようとしていることを調べること

―　都市も含めたランドスケープというも
のが、自然と文化と社会と人工物と知覚

にかかわるさまざまな要素の働きと相互
作用によって複合的に構成されていること
を心に留めること

―　さまざまな場所やコミュニティに暮ら
す人 と々会い、ナショナルパーク・シティに
ついての考えを聞いてみること

―　住人の意見について調査やコンサル
ティングなどの研究を行うこと

―　住人たちでさまざまなアイデアや発
想やプロジェクトを議論し、発展させるこ
とのできる集まりの場をつくること

―　展覧会を行うこと

―　あなたの住む都市の人々やプロジェ
クトや場所やナショナルパーク・シティを
目指す旅路についての物語を、映像やポ
ッドキャストや文章で表現すること

―　住民があなたの住む都市にある機会
を発見し、そこでの暮らしをさらに楽しく
することができるような地図をつくること

コミュニティの全域から
人々を巻き込む 

ナショナルパーク・シティを盛り上げるに
は、幅広い人々や集団からの意見を定期
的に受け入れることが必要です。

ナショナルパーク・シティというアイデア
のなかでも素晴らしいことのひとつは、そ
こに暮らす誰もが何らかの方法でこの運
動に関わっているということです。たとえ
意識していなくとも、誰もが日々の暮らし
のなかでナショナルパーク・シティから恩
恵を受け、それに貢献する機会を持って
いるのです。それは、誰かを散歩に連れ
出したり、たくさんの植物が育つ庭をつく
るといった、とても簡単なことです。その
ことを改めて意識させ、そうした活動をす
る人々が積極的に恩恵を感じられるため
の、そして理想的には、恩恵を与える側に
もなるための、着想と支援を与えることが
あなたの挑むべき課題です。

活動のできるだけ早い段階から、理想的
には初期のミーティングから、幅広い人々
を巻き込むことがとても重要です。そうす
ることによってナショナルパーク・シティ
はよりレジリエントで、効果的で、公平な

ものになり、さらに多くの人々や場所を招
きいれることができるでしょう。

さまざまな地理的条件、民族、年齢、ジ
ェンダー、性的指向、宗教をバックグラン
ドとする人々のための機会を率先してつく
り、受け入れていくことにも挑戦してみて
ください。あなたのチームや、あなたと関
わることになる発言者、支持者、調査回
答者、貢献者があなたの住む都市の多様
性を表現するものとなり、個人や集団の
排除につながる構造的な規範に積極的
に挑戦することも欠かせません。

あなたの企画するイベントについて、多く
の集団が関心を持たなかったり、自分た
ちのための機会ではないと考えたり、さら
には自分たちは歓迎されていないとさえ
考えることも多 あ々るでしょう。こうしたバ
リアを乗り越えるために率先して活動す
ることが重要です。こうした努力がなされ
ているかどうかはポートフォリオの審査で
重視されます。

関心の異なる人々をともに惹きつけること
ができるということがナショナルパーク・
シティというとりくみの素晴らしさのひと
つです。これは個人の関心（ガーデニン
グ、ランニング、アートなど）と、社会の公
益（健康、教育、生産性、経済など）と、
経済部門（旅行、健康、観光、企業の社
会的責任など）のすべてについて言える
ことです。

多様性 

あなたの活動の中核をなすものとし
て、常に多様性を確保してください。
―　あなたの住む都市の多様な人々
と場所と生態系と文化の価値を認め、
祝福すること
―　あなたの住む都市の様々な地区
でミーティングを行うこと
―　マイノリティの意見に場所を与
え、耳を傾けること
―　あなたの開催する討論会やイベ
ントにジェンダーの偏りがなく、多様性
を尊重していること
―　コンサルテーションや調査を定
期的に行い、異なる関心や優先事項
をもった人々の意見を確実に聞き入れ
ていくこと

“ 多様性、そして、そのすべてを受け容れること。それ
こそがナショナルパーク・シティの核心です。ナショ
ナルパーク・シティはすべての市民が絆を感じられ
る文化を追求し、どの都市であろうと、そこに住むす
べての人々を代表する運動にならなくてはなりませ
ん。誰もがお互いに違うことを認め、それを個性とし
て讃え、多様な人々の集まりに価値を見出すとき、そ
こに絆が生じます。そうすることで「私たち」という言
葉は、あらゆるアイデンティティの人 を々受け容れる
ものへと広がります。何らかの絆を感じるとき、人々
はその土地に留まり、そこで育ち、同じように行動す
る人 を々仲間だと感じます。この絆の輪は私たちの
すべての活動の発信力と影響力を育てるために欠か
せないものであり、世界中で都市をより緑豊かで健
康で自然に溢れたものにするための鍵となります。”  
 
フロリー・ザマ＝ネグラ

  ロンドン・ナショナルパーク・シティ
  ボランティア・レンジャー・コーディネーター
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あなたの住む
都市ならではの
物語を紡ごう

物語をつくり、共有することが

ナショナルパーク・シティを成功に導く

重要な役割を果たします。

4

物語には私たちの考え方や感じ方の枠組となる力があります。物語は私た
ちのアイデンティティや意思決定にも影響します。私たちは物語を書き、語
り、受け継ぐことができ、私たちの行動もまたその物語を紡いでいきます。

あなたの住む地域や都市の歴史と、直面している課題と、未来の展望を伝
える物語をつくりだしていることが、ナショナルパーク・シティになるための
審査において期待されています。その物語はあなたの活動にも役立ってい
くでしょう。

National Park City Journey Book

   Artwork  
Beth Driscoll, 
Newcatlse
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“ ウェブ上のメディアにおける存在感が、ロン
ドンでの私たちの活動の成功の鍵となりま
した。アイデアを伝え、人々を巻き込むため
の刺激となるウェブサイトは、私たちの活
動の欠かすことのできない側面でした。私
たちの成功はソーシャルメディア上でのポジ
ティブな存在感に支えられたものであり、そ
れがなければ私たちが十分な勢いを得る
ことは決してできなかったでしょう。ロンド
ン・ナショナルパーク・シティでは、この物
語に参加するすべての人に開かれた協働
スペースとしてのウィキサイトも盛況です。”   
ポール・ド・ジルヴァ

ナショナルパーク・シティ財団議長

National Park City Journey Book

Photo
Green Adelaide,
Adelaide

ストーリーテリング

物語をつくるときに必要なこと

― あなたの思い描くナショナルパー
ク・シティに影響を与え、それをかた
ちづくる、様々なプロジェクトや政策
や計画についての調査を行う

― 活動のためのウェブサイトをつく
り、更新の計画を立てること

― あなたの物語を発信し、ソーシャ
ルメディアで主張を行うこと

― あなたの物語を発信し、マスメデ
ィアで主張を行うこと

― あなたのナショナルパーク・シテ
ィの物語を広げることを手助けする
ボランティアを育てること

― 映像やポッドキャストやアートな
どの創造的な方法であなたの物語
を広めること

― 他の人々の言葉や声による様々な
観点からの物語を集めること

― あなたの思い描くナショナルパー
ク・シティの将来の姿についての物
語を刺激すること

すべてはディティールに宿る

あなたの思い描くナショナルパーク・
シティの物語をつくり、共有するとき
に考慮すべきこと

― あなたの住む都市の過去と現在
と未来の重要な側面について焦らず
にじっくりと理解すること

― あなた自身や他の人々が語るこ
とのできる物語づくりを積極的に促
すこと（たとえばゴールウェイのイニ
シアチブは「ナショナルパーク・シテ
ィ・チャンピオン・プロジェクト」を発
足させました。こうした試みは、その
試みのみならず、それに関わるすべ
てのできごとや人 も々物語の一部とし
て巻き込んでいきます）

― あなたの思い描くナショナルパー
ク・シティを支えるために共有できる
物語について注意深く考慮すること

― 誰がどのような相手に物語を伝え
るのが最も効果的かを考えること

― あなたの住む地域や都市のすべ
ては語りつくせないことを受け入れ、
心に最も訴えるものをとりあげること

― 様々なナショナルパークや都市や
ナショナルパーク・シティ候補地に
訪れてアイデアを探すこと
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あなたの住む
都市のための
憲章と提案を
言葉にしよう

あなたの思い描くナショナルパーク・シティへの支持を

社会一般や様々な組織や政治家や政府機関から集め

るためには、まずは何かしらの提案をまとめなければ

なりません。提案を書き出すことは、あなたの考えを

整理し、他の人 と々協働するためにも役立ちます。提案

書はあなたの考えを共有し、協議にかけ、その価値を

試し、よりよいものにするための機会となるでしょう。

5

   Artwork  
Diana Weisner, 
Bogota

National Park City Journey Book
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提案の
三つのタイプ
試作的な提案

まずはあなたの思い描くナショナルパ
ーク・シティについて試しに気軽な提
案をつくってみることから始めてみま
しょう。それはきっと誰かと単に話を
したり、他の人の意見を聞くといった
機会になるでしょう。様々な人々の意
見を聞くためのミーティングやフォーラ
ムや集会を重ねれば、あなたの提案
は少しずつ確かなものになっていくで
しょう。この段階で考えたことや学ん
だことは最初の提案書づくりに向けた
準備になるはずです。

最初の提案書

最初の提案書は、あなたの住む都市
をナショナルパーク・シティにしたいと
いう抱負を手短に伝えるものにしてく
ださい。この提案書の目的は、人々の
想像力を刺激し、公の協議の場で人々
の反応を促すことです。この協議はオ
ンラインでも対面でも開催してくださ
い。そこでの発見はあなたの考えを発
展させ、支持を固め、完全版の提案を
つくることにつながります。
公の場における協議は入念に準備さ
れたものである必要はありません。あ
なたの提案を単に読んでもらい、オン
ラインのアンケートで反応を返してもら
うようなものでもかまいません。
人 に々意見を求めるとき、次のことを聞
いてみることをお勧めします。

― あなたの目標を支持できるか
― ナショナルパーク・シティになること
で何を実現してほしいか
― ナショナルパーク・シティになるこ
とが、あなたの住む都市をよくするこ
とにつながると思うか、そう思える場
合、どのようにそれが実現するか
― 提案を改善するための意見
― 地方自治体や政府があなたの提案
を支持すると思うかどうか
― あなたの提案を支持するかどうか

公開用の完全な提案書

公開用の完全な提案書に必要なの
は、人々に着想を与えることと、あなた
の考えへの賛同を促すための詳しい
説明を含めることです。平易な言葉を
用い、誰にとっても簡単に理解できる
ことが大切です。この提案書にはあな
たの都市独自のナショナルパーク・シ
ティ憲章の草案を加えて、それに賛同
した人々が署名できるようにしてくださ
い。人々の言葉に耳を傾け、提案書に
ついて協議することも必要です。しか
し、それだけではなく、この提案書は
あなたが目指すナショナルパーク・シ
ティの権限を確立するための根幹とな
る主張でなければなりません。この「
権限」とは、まだ「エマージング・ナシ
ョナルパーク・シティ」（ナショナルパ
ーク・シティ財団に対して活動を登録
した状態）のままのあなたの活動を、
あなたの国や地域の制度に公認され
た「エスタブリッシュド・ナショナルパ
ーク・シティ」へと推し進めるために必
要な、共感と賛同とオーソリティのこと
です。
公開用の完全な提案書は、ナショナル
パーク・シティとしての公認やナショナ
ルパーク・シティ・ファミリーの一員と
なるこをを目指すためにあなたが提出
する申請書類に含まれます。
この提案書では次のことが求められま
す。

― 着想を刺激し、明るく、納得できる
ものであり、読みやすいものであるこ
と
― あなたのコミュニティの人 に々賛同
された抱負と目標を含むこと
― あなたの住む都市がナショナルパ
ーク・シティとしての要素のすべてを含
んでいることを示すこと
― あなたの思い描くナショナルパー
ク・シティの成功を支えていく個人や
団体による既存の活動を支援している
こと

― あなたの住む都市における活動の
なかに、もし多くの人に模倣されたな
らば、都市をより緑豊かで、健やかで、
自然に溢れ、人々のよりよい暮らしの
場にできるような活動があることを示
すこと
― あなたの住む都市が、その地域の
内外の人々に誇りをもって見せること
のできる場所やプロジェクトがあること
を示すこと（自然保護地区、野外学習
のイニシアチブ、緑豊かな公営住宅な
ど）
― あなたの住む都市がナショナルパ
ーク・シティのビジョンと合致する政策
を実施していること、あるいは、それに
相反する政策があれば、その克服を目
指す試みを示すこと
― あなたの思い描くナショナルパー
ク・シティのガバナンスとリソースにつ
いて説明すること

「ビジョン」「憲章」「提案」 の
ちがいについて

「ビジョン」とは、あなたの目標を表
現したものであり、これからの世界が
どのあってほしいかというあなたの願
望を示します。「憲章」とは、ナショナ
ルパーク・シティ世界憲章の着想にあ
なた自身のビジョンを加えながら、あ
なたの目指すゴールを提示するもので
す。また、他の人々が憲章への支持を
示すための機会も準備しなければな
りません。公開用の完全な「提案書」
は、人々にあなたの計画とその理由を
示すものです。あなたのビジョンと憲
章はこの提案書で重要な役割を担い
ます。

21
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あなたの住む都市の

憲章を書き上げ、

署名を集め、記念しよう

あなたの住む都市独自の憲章は、そ
の地域や都市に住む人々の行動に着
想や影響や指針を与える重要な文書
になります。
各都市が独自に定める憲章は、次のこ
とを満たさねばなりません。

― あなたの住む都市の住民とともに
つくられること
― ナショナルパーク・シティ世界憲章
の着想のもとに書かれ、その方針に合
致すること
・あなたの住む都市ならではのもので
あること
― 数年ごとに改訂の機会をつくるこ
と
― 誰もがそれを閲覧し、署名するこ
とができるようにオンラインで公開す
ること

ロンドン・ナショナルパーク・シテ
ィの憲章(www.nationalparkcity.
london/charter) に目を通せば、そこ
で使われている言葉がいかにナショ
ナルパーク・シティ世界憲章に沿った
ものであるかがわかるでしょう。ロン
ドン独自の憲章に加えられたビジョン
は、ロンドンならではの特徴と抱負と
ニーズに応じていますが、その大枠の
構造はナショナルパーク・シティ世界
憲章に沿っています。

あなたの都市の憲章を公開するとき

は、その都市の市民と政治家と名士た
ちに署名による支持表明をお願いし
てください。この手続きを経ることで、
あなたの活動は勢いを増し、コミュニ
ティを広げ、権限を築くことができるで
しょう。

この「権限」とは、ナショナルパーク・
シティになるために必要になる制度的
な能力やオーソリティのことです。その
実現のために必要なことは、活動して
いる都市により異なるでしょう。イギリ
スではナショナルパーク・シティのモ
デルは法制度には組み込まれていま
せん。そのオーソリティは、ロンドン市
長と（市長の監視役である）ロンドン
議会と二千人を越える地域議員の大
多数、そして世論調査に示される協力
的市民の支持に基づいています。これ
に加え、イギリスのナショナル・パー
ク認定機関であるナチュラル・イング
ランドの議長がロンドン・ナショナル
パーク・シティ憲章に署名をしていま
す。

あなたの都市での権限のありかたは
ロンドンのモデルとは異なるものにな
るでしょう。とりわけ、あなたの目指す
ナショナルパーク・シティをあなたの
国のナショナルパークの法的定義に
収めようとする場合は、ロンドンとは大
きく異なるかたちになるはずです。

どのナショナルパーク・シティも、ナショナルパーク・シティ世界憲章の着想のも
とに、その都市独自の憲章を持たなければなりません。

22
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考えを表現し
コミュニティを

育て
支持を築こう
ナショナルパーク・シティになるための支持基盤を築

くには、明確で説得力のある主張が欠かせません。ま

た、その主張を伝える準備も必要です。あなたの主張

は、ステップ１からステップ５までに考慮してきた物語

や提案や憲章と強く結びついたものになるでしょう。

6

この他にも、あなたのひらめき、ビジョン、目的、オーディエンス、キー・メッセ
ージなどについても考えることが必要です。また、どのようなコミュニケーショ
ン手段によってメッセージを発信するかも考えなくてはなりません。

こうしたコミュニケーション手段には、あなた自身が管理・所有したり、有償で
利用できるものも含まれるでしょう。しかし、できれば、あなたのアイデアとメッ
セージが十分な説得力を持つことで人々の心を捉え、そうした人々があなたの
考えを広めるための優れたコミュニケーションに自主的に尽力してくれるように
なることが理想です。

あなたのビジョンが十分な説得力を持っていれば、人々はそれを話題にするよ
うになり、あなた自身が資金を投じることなく社会的な関心を高めていくこと
ができるでしょう。

   Artwork  
Steve Schweigerdt, 
Sacramento

National Park City Journey Book
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あなたの主張を広めるためには、次の
ことが必要です。

― あなたのビジョンと提案についての
関心を高めるために活動すること
― メディアから協力的な扱いをされる
こと
― あなたの住む都市にあるグループ
や組織のコミュニケーションにおいて
あなたの活動への言及を促すこと
― 市民一般や政治家や名士があな
たの抱負と計画に対する支持を表明
するためのなんらかのしくみを用意す
ること（たとえば、憲章の草案に署名
欄を設ける等）

定期的に関心を刺激し、活動を宣
伝することで、あなたのコミュニティ
はより大きく、多様で、強靭なものに
育つことができます。それはナショ
ナルパーク・シティになるために必要
な支持を築くことにもなるでしょう。 

また、次のことを実証することも求め
られます。

― あなたの住む地域の少なくとも１
０人に１人がナショナルパーク・シティ
の提案について知っていること
― あなたの住む地域の少なくとも１０
人に７人が、提案について説明を受け
れば、賛同を示すこと
― あなたが開催してきた協議のため
の集まりにおいて、提案の大部分につ
いての同意がなされたこと
― この活動に関連性のある政治家か
ら適度な政治的支援を受けること
― この活動に関連性のある公的機
関やエージェントから適度な賛同を受
けること
― 活動を支援するグループや組織に
よる分野横断的で大規模なネットワ
ークを築いていること

こうした関心と支援を実証する方法の
ひとつに、中立的な世論調査が挙げ
られます。この調査は業務として調査
やアンケートを行う利害関係のない第
三者組織によって実施されなければ
なりません。

申請書類の審査で注目されるのは、
人々のあいだで関心が高まっており
あなたのメッセージがきちんと伝わっているかどうかです。

  

コミュニティを育て、支持基盤を固めるための
いくつかのアドバイス

支援の輪を
広げよう

人々の関心を
高めよう、そして

コミュニティを育てるために：

― 活動に関するミーティングを定期
的に設けること
― 市民一般に開かれた出会いと関係
づくりのための会合を開催すること
― ソーシャルメディアのチャンネルを
つくること／新しいコンテンツを定期
的に更新し、「いいね」やコメントに反
応を返すこと
― Eメールによりニュースレターを定
期的に配信すること
― 樹木を育てたり子供が自然と遊ぶ
ための環境を整備するイニシアチブな
ど、あなたの地域で市民が行っている
優れた試みを支援すること
― 市民によるナショナルパーク・シテ
ィのための活動やグループ設立を刺
激すること

たとえば、学校や企業の多くはリサイ
クルとクリーンエネルギーを推進する
「グリーン・チーム」を有しています。
こうしたグリーン・チームがナショナル

パーク・シティに関する活動に賛同す
るグループになることを想像してみて
ください

― 市民がアドバイザーや支持者やア
ンバサダ＝広報担当者になれるような
機会をつくること　（これらの人々は
普段の生活や仕事の傍らで活動に関
わりつつ、各々の活動範囲を越えた
ナショナルパーク・シティ活動全体か
ら恩恵を受けることができます）
― イベントやコミュニケーションの機
会を通じて、人 と々アイデアと実際の
場所を関連させること

組織のネットワークをつくるために：

― さまざまなグループやパートナー
組織をあなたの活動の「フレンド」に
なるように招待する
― あなたの活動のさまざまな側面を
伝えるためにパートナー組織のネット
ワークをつくる

政治家の支援を募るために：

― あなたの提案に対する支持を公約
することを願う書状を政治家に送るこ
と
― あなたの活動やナショナルパー
ク・シティの成功を支援するコミットメ
ントを要求すること
― 政治家や選挙区民に向けた講演
やプレゼンテーションの機会をオファ
ーすること
― あなたの提案を支持している政治
家や選挙区を公表すること
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できることを
増やそう

さて、あなたの思い描くナショナルパーク・シティを実

現するためには具体的に何をすべきでしょうか？ 組織

や委員会やネットワークを設立するなど、様々なやりか

たがあるでしょう。しかし、どのようなやりかたであれ

欠かせないのは、あなたの提案を実現し計画を遂行す

るためのポテンシャルと熱意と遂行能力とリソースを

適切に調整することです。大切なのは長期的なコミット

メントです。

7

具体的にどのように目的を実現するかは、あなたの住む都市の文化や政治状
況やニーズや地理や歴史により代わってくるでしょう。あなたの思い描くナシ
ョナルパーク・シティをどのように推進し、管理し、そのためのリソースを調達
するかということを、活動の出発点から決める必要はありません。事実、私た
ちはナショナルパーク・シティを目指す人々が、あまりに早い段階から運営組
織のありかたに執着しすぎてしまわないないように助言しています。

一方で、ポートフォリオを提出する段階になれば、目標実現のためのアプロー
チに関してその可能性を実証すべき重要事項が数多くあります。

  Artwork  
Ronald Kramps, 
Van Gogh   
National Park
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審査で重視されるのは、以下のような
体制が整っているかどうかです。

― あなたの目指すナショナルパーク・
シティを推進し、手をかけていける活
動体制
― ナショナルパーク・シティ世界憲章
に基づいた活動体制
― ナショナルパーク・シティ運動の価
値感を反映したインクルーシブな活動
体制
― 政局の変化等の様々な変化に強か
に対応できるレジリエントな活動体制
― ナショナルパーク・シティを単なる
組織として捉えず、それが現実にあ
る具体的な場所であり、ビジョンであ
り、コミュニティであるということを理
解した活動体制

また、次の基準を満たしているかどう
かも注目されます。

― 目標の達成度合いを測るための、
合意された行動計画、達成目標のリス
ト、主要なパフォーマンス評価指標
― あなたの提案を実現するために必
要な資金などの各種リソース
―　あなたの提案に対して熱意を持
ち、それを実現することのできる人々
― ナショナルパーク・シティに信用性
を与えるために必要な新たな施策

また、以下の点についての計画が進ん
でいることも示さなければなりません

― ナショナルパーク・シティを発足を
記念するための式典
― メディアの立ち上げ
― フェスティバルなどの公に向けた
大規模な祝祭の機会

あなたがここまでの７ステップをすべ
て完了していれば、申請に用いるポー
トフォリオを提出するための準備は整
っているはずでしょう。

National Park City Journey Book 26

What if Glasgow 
was a National 
Park City? 

Photo 
Becky Duncan,
Glasgow
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あなたの住む地域や都市をナショナルパーク・シテ

ィ・ファミリーの一員にすることを目指す場合も、あな

たの住む都市を正式な「ナショナルパーク・シティ」に

することを目指す場合も、申請はポートフォリオの提出

によって行われます。

8

私たちの審査担当者とピア・レビュワーがポートフォリオの審査を行います。こ
の審査チームは他の地域のナショナルパーク・シティ、ナショナルパーク・シテ
ィ財団、ワールド・アーバン・パークス、およびザルツブルグ・グローバル・セミナ
ーの専門家によって構成されています。

ピア・レビュアーによる審査で評価の対象となるのは、あなたの都市で十分な
準備が整っていること、あなたのイニシアチブがナショナルパーク・シティにふ
さわしい場所でなされていること、ビジョンを持っていること、インクルーシブで
あること、人々の支持を受けていること、そして、構想を実現する能力があるこ
とです。

 Artwork  
Sander de Knegt, 
Breda

National Park City Journey Book

申請のための
ポートフォリオを

提出しよう
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申請資料はデジタル形式で提出してくださ
い。内容については、テキストや報告や写
真や映像など、様々なメディアを自由に組み
合わせて構いません。できればウェブサイト
や出版のように、誰もが目にすることのでき
るかたちでこの申請を行うことをお勧めしま
す。また、ドロップボックスなどでデータフォ
ルダを共有する方法でも申請は可能です。

提出準備 

ポートフォリオを提出前に、次のこと
を確認してください。

―　下記URLから活動登録している
こと
www. nationalparkcity.org/apply
―　 あなたの提案についての支持が
確固たるものになっていること
―　１から７のステップを完了してい
ること
― あなたのイニシアチブとあなたの
住む都市がナショナルパーク・シティ・
ファミリーの一員となる準備ができて
いることを示す広範なエビデンスがポ
ートフォリオに収められていること
―　このすべての準備が済めば、下
記URLから申請用ポートフォリオを
提出できます
www.nationalparkcity.org/apply

最後のチェックリスト

あなたの申請ポートフォリオは次の５
つの問いに答えていることが求められ
ます。

―　あなたの住む都市はナショナル
パーク・シティにふさわしい場所であ
るか
―　あなたのイニシアチブにはビジョ
ンがあるか
― あなたのイニシアチブとビジョンは
インクルーシブなものか
―　あなたのイニシアチブは市民に支
持されているか
―　あなたのイニシアチブは実行可
能なものか
 

申請費用

申請の手続きにおいては、審査側の
実費をカバーするための請求を行い
ます。この実費には、書類審査とピア
レビュー、ピア・レビュアーによる現地
視察、および管理コストが含まれてい
ます。この大分部を占めるのが視察の
ための旅費であり、最終的な費用は
あなたの都市がどこにあるかによりま
す。
必要性が認められた場合、ナショナル
パーク・シティ財団はこの費用をカバ
ーするための資金確保に向けた協働
を行うことがあります。費用について
のより詳細な情報は下記URLをご覧
ください。
www.nationalparkcity.org/journey

28National Park City Journey Book

Photo
Presidio Trust,  
San Fransisco
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１　ポートフォリオ提出      
公示された締切までに申請用ポートフォリオ
を下記URLから提出してください。
www.nationalparkcity.org/apply

２　書類審査
申請書類に必要なものがすべてそろってい
るかを確認する書類審査が行われます。

３　ピア・レビュー
ナショナルパーク・シティを目指している都
市とすでにナショナルパーク・シティになっ
た都市からのピア（＝ナショナルパーク・シ
ティ活動家）および、ナショナルパーク・シテ
ィ財団、ワールド・アーバン・パークス、ザル
ツブルグ・グローバル・セミナーの専門家た
ちが、あなたの申請を審査します。承認され
た場合、次の段階に進みます。承認がされ
ない場合、より多くのエビデンスや活動を重
ねることが要求されます。

４　ピアによる現地視察
ナショナルパーク・シティを目指している都
市とすでにナショナルパーク・シティになっ
た都市のピアからなるグループがあなたの
住む都市で現地視察を行います。ピア・グ
ループは提出されたエビデンスを検証し、
独自にエビデンスを集め、審査対象のナシ
ョナルパーク・シティ候補都市が、他の地域
も含めたより広範なナショナルパーク運動
全体の価値と目標と精神を共有しているこ
とを確認します。この段階の目的は、調査に
参加したピアグループが現地視察後に承認
のための推薦を行うことです。

５　招待 
あなたの活動の成果が認められれば、ナシ
ョナルパーク・シティ・ファミリーの一員とな
るための招待が正式になされ、さらに適格
であると判断されれば、ナショナルパーク・
シティとしての認定がなされます。

私たちは申請書類の各項目に以下のいずれ
かのマークでフィードバックを返します。

　 緑　（推奨される）
　 橙　（エビデンス・活動の補強が必要）
　 赤　（懸念がある）

ナショナルパーク・シティのピア・レビュアー
のチームは、次頁の評価テーブルを用いてあ
なたの提出資料を審査します。審査チーム
はあなたのイニシアチブが適切で、その準備
が整っていることを示すエビデンスを期待し
ています。テーブルに例示されたエビデンス
は網羅的なものではありません。将来的に、
より多様なグッドプラクティスの事例を掲載
する予定です。ポートフォリオの提出におい
て、私たちは創造的なアプローチを歓迎しま

す。提出資料の大部分は文字が占めること
になるはずですが、資料に写真や映像や音
声やバーチャルリアリティ体験やアート作品
を含めることも可能です。

申請資料の全体を通じて完璧なスコアを達
成したり、緑マークの評価にばかりこだわる
ことを、私たちは求めてはいません。私たち
はあなたの展望と計画とそれを前進させる
ための努力を積極的に評価します。審査担
当チームはあなたが推進している活動の全
体像を見て、あなたの住む都市がナショナル
パーク・シティ・ファミリーの一員となる準備
が整っているかどうかの専門的な判断を下
します。

もしどこかの段階でエビデンスや情報の補
強が必要になれば、財団からの連絡がなさ
れます。

申請に対するフィードバック  

申請手続きの
５つの段階

Photo
Luke Massey,  
London
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ふさわしい地域か
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8

ナショナルパーク・シティのイニシアチブが
十分にビジョンを持っているか  

ナショナルパーク・シティのイニシアチブが
十分にインクルーシブか

ナショナルパーク・シティのイニシアチブが  
十分に支持されているか

ナショナルパーク・シティのイニシアチブが
十分に実行可能なものか

エビデンスの例 エビデンスの例

エビデンスの例

エビデンスの例

地図

プロジェクトの視覚的な説明

ストーリーまたはレポート
（これは提案の一部を形成する）

人々を巻き込んだ介入や
プロジェクトの事例

あなたの拡張的なチームの構成と、
資金等の運用可能なリソースを説明する
１ページの報告や端的な資料

これらのステップをすべて完了したことを
記述するストーリーまたは報告書

申請対象の都市がこの定義を
満たすことを示すステートメント

ナショナルパーク・シティの提案に込められた
ステートメント

提案と行動計画に含まれた
あなたの抱負についての説明

メンバーと、各メンバーの関与方法のリスト

自然科学的、または社会科学的なエビデンス

あなたの住む都市の人 と々関わるために
あなたがしてきたことの事例
（あなたが行ったリサーチやワークショップの
　成果や、メディア上のストーリーなど）

提案に含めたステートメント

公表された憲章

行動計画

各々の評価項目は三通りに格付けされます。 
●適格である　●より多くのエビデンスが必要　●不適格である 

その都市の全域のみならず、後背地を含めたより広い
範囲が活動対象に含まれていること

これに加え、あなたの住む都市がナショナルパーク・シ
ティとして認められるには次のことが必要です。

イニシアチブとビジョンは次の実現を目指すこと

全ての市民が日 そ々の恩恵を受け、貢献できること

その都市を訪れる人々などに、誇りをもって見せられ
る素晴らしいプロジェクトや場所や実績があること

OECDの「都市」の定義（少なくとも人口５万人という
条件を含む）を満たすか、その国で都市として認めら
れており、かつ各国からの審査担当官にも同様に認め
られること

より緑豊かで健やかで自然に溢れた都市を目指す場
所であり、ビジョンであり、コミュニティであること

数多くの行動を通じて達成されうる大規模で長期的
な抱負を有していること
その地域ならではのナショナルパーク・シティ憲章を
共同で作成し、それが支持されていること
その都市ならではのナショナルパーク・シティのゴール
と行動計画をナショナルパーク・シティ憲章に基づい
て策定していること

あなたの住む都市の、多様で幅広いバックグラウンド
を持ち、幅広い個人的・職業的な関心とスキルを有し
た人々が、関心を持ち、協力的で、積極的に関わって
いること

イニシアチブが影響を及ぼす場所、または相互依存の
関係にある場所に対して、ポジティブで調和的な関係
を持続的に築いていること
ナショナルパーク・シティを成功に導く行動を実践する
ために、分野横断的な様々な組織たちの持続的で協
働的で健全なネットワークを育てていること

あなたの住む都市の大多数の市民があなたの記した
憲章の主要な目的に合意していること
合意形成や投資やパートナーシップのいずれか、また
はそのすべてにおいて、適切な公的機関とのつながり
を築いていること
憲章の根幹となる側面を実現するための都市の躍動と
エネルギーと雰囲気を含めた、人々のふるまいと文化
が確立している／これから生まれつつあること
あなたの住む都市の自然と文化と遺産と環境と公共
空間を保護し、促進し、強化するための有意義な政策
があること
あなたの住む都市にナショナルパーク・シティ運動の
精神と価値を推進する政策があること

その都市を特別なものにしている生物的・文化的・社
会的なランドスケープに優れた理解を有していること

探索と発見と理解のための努力に継続的にとりくんで
いること

ナショナルパーク・シティを推進するためのアプローチ
や組織やネットワークなどを創出していること
計画を実現するためのポテンシャル・エネルギーとキャ
パシティとリソースを育てていること

進捗を報告する「ステート・オブ・ナショナルパーク・
シティ」の毎年の公開を確約していること

ナショナルパーク・シティの５つのコミットメントに賛同
していること

本資料に示されたすべてのステップを十分なレベルで
完了していること

状況評価 状況評価

状況評価

状況評価

エビデンスの例

エビデンスの例

状況評価

状況評価

30

第三者機関による調査

支援のための制度的なコミュニケーション

事例となる学術的研究

関連政策に注釈を付したリスト

現在と将来の政策についての分析

ナショナルパーク・シティ
評価基準



31National Park City Journey Book

あなた自身やあなたのイニシアチブをともに推進するリーダーたちは、正式な「
ナショナルパーク・シティ」またはナショナルパーク・シティ・ファミリーの一員と
しての公認を受けるために、これらの５つの行動へのコミットメントが求められ
ます。

ファミリーの一員を目指す都市と、すでにファミリーに

加盟している都市のすべては、ナショナルパーク・シテ

ィの五つのコミットメントに賛同しています。共通のミッ

ションを反映したこのコミットメントのもとに、私たち

はひとつのファミリーとして、そしてひとつの運動とし

て、力を合わせて行動します。

9
ナショナル

パーク・シティの
コミットメントに
賛同しよう

  Artwork Liteboho 
Makhele, South 
Africa



32National Park City Journey Book

1

ナショナルパーク・シティ世界憲
章の着想と方針に基づいて行動
し、その将来的な発展に寄与し、
この運動の精神と価値を支持す
ること

2 

ナショナルパーク・シティ・ファミ
リーの一員としてふるまい、他の
ナショナルパーク・シティの人々
と発見や実践やアイデアやリソ
ースを共有すること

3 

ナショナルパーク・シティの活動
とプロジェクトに、適宜、参加す
ること

4

ナショナルパーク・シティを目指
す都市や、すでにナショナルパー
ク・シティとなった都市の旅路に
協力すること

5 

市民一般およびナショナルパー
ク・シティ・ファミリーのメンバー
に対して、運動の進捗について
の年次報告をまとめ、経験を共
有すること

ナショナルパーク・シティ
５つのコミットメント

32

Photo
Green Adelaide, 
Adelaide
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発足を記念し
活動を
始めよう

10

申請が承諾され、ナショナルパーク・シティのコミット

メントに署名すれば、あなたの都市はナショナルパー

ク・シティまたはナショナルパーク・シティ・ファミリー

の一員として認定されます。次はこの門出を記念する

ための計画です。あなたの都市のナショナルパーク・

シティとしての門出を祝うとともに、記念となる日や月

や季節を決めて毎年お祝いするのもよいでしょう。 

ナショナルパーク・シティ・ファミリーに長年関わってきた代表者があなたの準
備したナショナルパーク・シティ憲章に署名する日程を調整し、あなたの住む
都市をナショナルパーク・シティまたはナショナルパーク・シティ・ファミリーの
一員として承認したことをアナウンスします。あなたの側では、正式な発足の日
程よりも早い段階で承認の手続きを行うことになるでしょう。

  Artwork Alexandra 
Forero, Bogota
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あなたに協力してくれた人 と々この歴史的達成を
ともに祝うイベントに向け、十分な時間をかけて、

期待を高め、資金を集め、準備しましょう。 

National Park City Journey Book

  Artwork  
Melanie Drent, 
Breda

34
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都市

OECDの「都市」の定義を満たす地域・地方
（人口５万人以上等の条件）、または
各国固有の「都市」の定義を満たす地域・地方

地域・地方

一定のアイデンティティを共有している
人の手の介在したランドスケープ
（上述の「都市」、およびそれ以外を含む）

ナショナルパーク・シティ・ファミリー

ナショナルパーク・シティ運動の
推進と実現のために行動する
人 と々組織と都市の総称

ナショナルパーク・シティ運動

ナショナルパーク・シティの
ビジョンに賛同する人 と々組織の総称

ナショナルパーク・シティ活動

都市を実際にナショナルパーク・シティへと
変えようとする様々な努力と、
数々のナショナルパーク・シティによる、
より緑豊かで健やかで自然に溢れる
公平な都市をめざす活動

用語集

National Park City Journey Book
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わたしたちの
パートナー

ワールド・アーバン・パークスは、環境
や社会や経済をめぐる共通課題の解
決策に都市公園を活用するための議
論の場や助言や支援を提供する国
際組織です。私たちはより多くの人が
良質な都市公園と、オープンスペース
と、レクリエーションの機会にアクセス
できるようになることを目指して活動し
ています。2013年からナショナルパー
ク・シティを支援してきた前CEOのニ
ール・マッカーシーは、これを読むあ
なたがよりよい都市と暮らしをつくる
ためのナショナルパーク・シティの旅
路に加わることを期待しています。
ワールド・アーバン・パークスは、コロ
ナ禍以前からすでに世界が途方もな
い課題に直面していると考えてきまし
た。世界の都市人口はこれからの40
年間で35億人から70億人以上に倍
増するといわれています。つまり、40年
後に私たちの子どもたちの世代が暮
らすことになる都市の半分が、まだ存
在さえしていないということになりま
す。運動不足、肥満、心の病といった
コロナ禍でさらに深刻化した健康危
機への懸念が世界的に高まりととも
に、新しい都市のあり方を示すビジョ
ンが求められています。
コロナ禍は数々の影響と着想をもたら
しました。コミュニティを改善するため
の様々な取り組みは、世界共通の重
要な任務となっています。
ワールド・アーバン・パークスの最初の
国際的キャンペーンとしてナショナル
パーク・シティを支援して以来、私た
ちはさらにふたつのキャンペーンを展
開し、都市における公園と自然の価値
と、都市がナショナルパーク・シティの
ビジョンを取り入れることの必要性を
提唱してきました。そのひとつ「エマー
ジング・リーダーズ・コホート・プログラ
ム」は、これからの世代を担うリーダー
たちが都市公園の課題に協力してとり
くむための安全な場所を提供するも
のです。ナショナルパーク・シティはこ
のフォーラムにおいて都市を新しく捉
えなおすための重要なコンセプトのひ
とつとなっています。
もうひとつのキャンペーン「10-20-30 
Parks for All（すべての人のための公
園）」は、誰もが徒歩10以内で公園に
安全かつ気軽に歩いていけるような
都市を提唱しています。このキャンペ
ーンは、公園での自由な遊び、自然と
のふれあい、多世代的なウェルビーイ

ングを推進するものでもあります。こ
れらの基本的なニーズに誰もが家か
ら徒歩20分以内にアクセスできるよ
うになることを私たちは提唱していま
す。既存の都市だけではなく、2030
年までに計画・建設される世界中の
都市コミュニティがこの目標を導入す
ることを私たちは目指しています。
ワールド・アーバン・パークスは、これ
からの素晴らしい都市をつくりあげる
ためには、革新と洞察と新たな挑戦
が欠かせないと常に考えています。グ
リーン・インフラストラクチャーを活用
する賢明なビジョンは、素晴らしい都
市を生み出してきました。それは1880
年代のボストンのエメラルド・ネックレ
スにも、シンガポールのガーデンズ・バ
イ・ザ・ベイの100年以上も先の姿に
も、等しく言えることでしょう。
世界を変えるための旅路は、何らかの
ビジョンを持って踏み出す第一歩か
ら始まります。19世紀に登山家のジョ
ン・ミューアがヨセミテ渓谷のランドス
ケープに抱いたビジョンは、やがてナ
ショナルパークというコンセプトの誕
生へと結実していきました。
ナショナルパーク・シティは、世界中
の自然保護地域の保全ネットワークに
ついてのシンプルな洞察から生まれた
ビジョンです。これまで私たちの暮ら
す場所は自然とは異なるものだとみな
されてきました。ナショナルパーク・シ
ティのビジョンは、人間には自然との
つながりが欠かせないという人間のあ
りかたについての最も重要な信念に
基づいたものでもあります。
ナショナルパーク・シティは、今日に
おいて私たちがどのような場所に、ど
のようにして暮らすかという問いをめ
ぐる進行形のビジョンです。それはこ
の時代に即したビジョンであるととも
に、私たちが未来にレガシーを残して
いくために持たねばならないビジョン
なのです。

ザルツブルグ・グローバル・セミナー
は、中立・非営利の団体として、社会
的公平性からヘルスケアに至る様々
ま課題の解決を目指す今日と未来の
リーダーたちを支援しています。ザル
ツブルグ・グローバル・セミナーのプ
ログラム・ディレクターを務めるドミニ
ク・レジスターは、ナショナルパーク・
シティ運動が未来の都市づくりに貢
献するものになると期待しています。
都市の目的・機能・設計に関する19
世紀と20世紀の思想には変化が求め
られています。人類と地球の双方のニ
ーズに応える21世紀の都市には、新
しい思想が必要です。ナショナルパー
ク・シティ運動は、都市のありかたを
根本的に捉えなおそうとする新たな
潮流の最前線に位置しています。ザル
ツブルグ・グローバル・セミナーは、毎
年主催している「パークス・フォア・プ
ラネット・フォーラム（地球のための公
園会議）」で築いたパートナーシップ
を通じて、2015年以来ナショナルパ
ーク・シティと協働を続けてきたこと
を誇りに思っています。
私たちの主なミッションは、よりよい世
界を築くために今日と未来のリーダー
たちを支援することです。ナショナル
パーク・シティという運動と思想は、ま
さにこのミッションに共鳴しています。
私たちは実践志向の戦略的介入とネ
ットワーク構築とインキュベーション
を通じて、世界を変革する運動を支
援しています。ナショナルパーク・シテ
ィ財団との協働もその一端です。学際
的で、国際的で、世代を越えたもので
あるという点で、私たちの活動のすべ
てはナショナルパーク・シティの思想
と著しく共通しています。
ナショナルパーク・シティ世界憲章
は、ナショナルパーク・シティを「人々
と生物と自然のより豊かな営みを実現
するための、場所であり、ビジョンであ
り、都市規模のコミュニティ」であると
規定しています。この憲章に示される
ように、ナショナルパーク・シティの特
徴は、人間と文化と自然の相乗効果
を促し、暮らしのよりよい基盤をつく
るための様々な行動へのコミットメン
トにあります。すべての都市にナショ
ナルパーク・シティになる可能性が潜
んでいるでしょう。この運動に参加す
る新たな人 と々協働できることを私た
ちは期待しています。

ワールド・アーバン・パークス

からの言葉

ザルツブルグ・グローバル・

セミナーからの言葉

Photo
Seoul Green Trust,
Seoul
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ナショナルパーク・シティ・ジャーニーブックの

第一版をともにつくりあげてくれた

友人と組織と活動に感謝いたします。

Written by Dan Raven-Ellison in collaboration with Alison Barnes at the National Park City 
Foundation, Neil McCarthy and Mark Camley from World Urban Parks  

and Dominic Regester at Salzburg Global Seminar. Edited by Trina Wallace.  
Designed by Fieldwork Facility.

A special thanks to trustees at the National Park City Foundation  
and Gary Charlton at Natural England.

Thank you for advice, ideas, feedback, photography, connections and artwork from  
National Park City contributors in Adelaide, Berlin, Bogota, Breda, Calgary, Cape 

Town, Cardiff, Galway, Glasgow, Guadalajara, London, Louisville, Manila, Melbourne, 
Newcastle, North Brabant, Sacramento, San Francisco, Seoul, Southampton, Tokyo and the 

Waiariki Park Region.

-
Japanese version: Translated by Masamichi Tamura. Proofread by Yuhei Nakajima. Reviewed 
by Akiko Iida (The University of Tokyo), Masumi Kikkawa (Ishi Planning & Design), Rumi Sato 
(Green Connection Tokyo / NPO birth), Ryu Ono (Park & Health Network Japan), Ryo Suzuki 

(Ai Landscape Planning Co., Ltd.), Takahiro Yamazaki (Kobe Design University), Takashi 
Nakajima (aritst), Yosuke Mase (NPC Nagoya campaigner), Yosuke Watanabe, and Salzburg 

Global Seminar associates in Japan.

主著：ダン・レイヴン＝エリソン／共著：アリソン・バーンズ（ナショナルパーク・シティ財団）, ニー
ル・マッカーシー（ワールド・アーバン・パークス）, マーク・キャムリー（ワールド・アーバン・パーク
ス）, ドミニク・レジスター（ザルツブルグ・グローバル・セミナー） / 編集：トリナ・ワラス / デザイ
ン：Fieldwork Facility
ナショナルパーク・シティ財団の役員およびゲイリー・チャールトン（Natural England）の協力に心
より感謝いたします。
アデレード、ベルリン、ボゴタ、ブレダ、カルガリー、ケープタウン、カーディフ、ガルウェイ、グラスゴ
ー、グアダラハラ、ロンドン、ルイスヴィル、マニラ、メルボルン、ニュー・キャッスル、ノース・ブラバン
ト、サクラメント、サンフランシスコ、ソウル、サウス・ハンプトン、東京、ワイキキ公園地域のナショナ
ルパーク・シティ協力者たちによる素晴らしい助言、アイデア、フィードバック、写真、人のつながり、
アートワークに感謝いたします。
-
日本語版　翻訳：田村将理 / 校正：中島雄平 / レビュー協力： 飯田晶子（東京大学）, 吉川真
珠美（石塚計画デザイン事務所）, 佐藤留美 (Green Connection Tokyo / NPO birth), 小野隆（
公園からの健康づくりネットワーク）, 鈴木綾（あい造園設計）、山崎嵩拓（神戸芸術工科大学）, 
中島崇（アーティスト）, 間瀬陽介（NPC Nagoya 活動家）, 渡部陽介およびザルツブルグ・グロー
バル・セミナー日本関係者の皆様

ご意見・ご感想 
ジャーニーブックをよりよいものにするためのアイデアを歓迎します。
次の改訂のためにあなたの意見を以下のURLから送ってください。

www.nationalparkcity.org/journey
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