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① 議題チーム 提言・行動計画一覧票 
議題チーム名 岡崎ホールディングス 
メインテーマ 人々の心を豊かにする地区・岡崎 

■議題概要 

めざす姿 

【京都岡崎地域が、人々の集まる魅力的な場所となる】 
京都岡崎地域は、明治期の京都博覧会や琵琶湖疏水開発の時代から、京都を愛する

市民が、京都の未来の為に、京都の魅力を新たに創り、全国や世界へ発信しようと、
私財を投じてできた文化財、文化施設や観光施設が集まってできた文化ゾーンであ
る。 
私たちはその遺産を引き継ぎながら、各施設が人々の憩いと学びの場として魅力を

高め、京都の素晴らしさを発信する場所となるようその魅力を高めていきたい。 
また、岡崎地域全体を総合的に捉え、例えば鴨川に人が集まるように、疏水沿いに

ふらっと立ち寄りたくなる憩いの場にしたい。 
こうすることで、観光客も市民もともに学び憩い楽しみ、集客による経済的な効果

も還元しながら、岡崎が京都の魅力の一つとなって行ってほしい。 

現状の問題 

①各施設について 
全体的に 70 年以上前に建てられたものが多く、歴史的価値が高い施設が多い半面、

建物、コンセプト共に当時のままで、時代に合わなくなってきていることが多い。こ
こでは特に京都市美術館と京都市動物園のみについて論じる。 
・ 京都市美術館も、ルーブル展など著名な作品を展示したり、京都画壇の収集など
アカデミックでオリジナリティの高い収集と調査研究を行っているが、反面、美術
に親しんだことのない人々にとっては親しみにくいところを持っている。 
・ 京都市動物園は、103 年前に建てられた当時の獣舎が老朽化しており、それに伴
って改築と新構想の策定が行われている。旧来は汽車窓式獣舎で見栄えも悪く、集
客も子供に集中していたが、これを機に動物の本来のイキイキした姿を見せること
で、大人も子供の楽しめる文化水準の高い施設としたい。 

②岡崎のエリアマネジメントについて 
建築面では各施設がバラバラに建てられたために、施設間のデットスペースが多か

ったり、施設の顔の部分がほかの施設の樹木に隠されていたりと、全体的に統一感が
ない。 

問題解決への主
体的な係わり 

100 人委員チームが、3つの提案を実現すべく、京都市動物園、京都市美術館、岡崎
地域の関係者と協力して岡崎地域の魅力の向上に努める。 

岡崎地区が、人が集まる魅力的な地域となるために、各施設の魅力が向上するとともに、ふらっ
と立ち寄りたくなるような施設横断的・公園的エリアマネジメントを行う。 

課題 A 
＜京都市動物園の魅力を高めるため、愛情の感じられる動物園を構想する＞ 
京都市動物園の応援隊として、京都市動物園の改築と新京都市動物園構想の策定に合
わせ、人、動物、自然への愛情をテーマに岡崎HD案を提案 

課題 B 

＜京都市美術館の魅力を高めるため、特に美術に今まで親しめていなかった人に
も市親しみやすい場所としたい。＞ 
京都市美術館の応援隊として、小学生とその保護者を対象にした「こどもパスポート」を
配布し、美術館の広報と初めての美術館を楽しむきっかけ作りを行う。 

解
決
す
る
課
題 

課題 C 

＜岡崎地域のどこにいても、ゆったりと楽しめる憩いの場をつくる＞ 
まずは、デッドスペースになっている美術館の庭を、美術館や、動物園や地域に来てい
る様々な人が楽しむ場所とする。そのデモンストレーションのために、11 月 1 日の岡
崎オータムフェスタに参画し、美術館の庭でカフェ企画を行う。 
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■行動計画一覧＜各課題とその解決策、及びそれらの行動計画＞ 
 行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

住民 
住 民 組
織 

・ 動物園に足を運び、動物や自然
環境に親しむ。 

・ 動物園を一緒に作っていく主体とし
て、色々な活動、企画の提案をする。 

京都市 
 

（京都市動物園） 
・愛情の感じられる動物園になるよ
うにソフト・ハード共に色んな主体
と協力しながら動物園を運営する。 

・新京都市動物園構想に対して、岡
崎ホールディングス案を提出 
・その後、京都市動物園や市民会議、
NPO 法人京都市動物園ふぁみりー
の皆さんと共に、よりよい動物園の
実現に協力する 

企業 企業協賛金だけでなく、「シロクマへ
の製氷機のプレゼント」みたいに、そ
の企業らしい動物園への協力をする。 

取組時期・スケジュール 必要経費 

課 
題 
A 

「新京都
市動物園
構想」提案
と協力 

H21.10.9  動物園大好き市民会議に
て、京都市動物園構想の提案 

なし。 

行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 
住民・ 
住 民 組
織 

（小学生の家族） 
・ 親子で京都市美術館に足を運
んで京都の美術に親しむ（京都
市立蜂ヶ岡中学校美術部員） 
・ パスポートの愛称の発案 
・ パスポートのロゴ・レイアウトの
デザイン 

・ こどもパスポートプログラムの
企画 
・ 関係者との協力関係の構築 
・ 全体のプロデュース 
・ 中学生のパスポートデザインの指導 
・パスポート運用方法の提案 
・小学校への説明 等 京都市 

 
（京都市美術館） 
・ パスポートの発行・運用 
・ 発行用デザインの選定 
・ 初めて美術館に来た親子が楽し
めるような鑑賞のサポート 
・ 中学生の提出作品の展示 
 （京都市教育委員会） 
・対象中学校の推薦 
・ プログラムへの助言 
・ 各学校へのパスポート配布への
サポート（京都市の小学校） 

・ パスポートの小学生への配布 
・ パスポートの趣旨の保護者への説明 

取組時期・スケジュール 必要経費 

課 
題 
B 

「こども
パスポー
トプログ
ラム」事業 

H21.10  こどもパスポートデザ
インプログラムの実施 

H22.4  こどもパスポート配布 

交通費、デザイン用材料費等 3万円程度 
（パスポート印刷費、紙代は現在京都市美
術館が予算要求中） 

行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 
住民・住
民組織 

オータムフェスタに来て、岡崎
地域を楽しむ 

京都市 
 

（京都市美術館） 
岡崎オータムフェスタへの参加
の申し込み、企画協力 

京都市美術館の南側とお庭でのイ
ベントを企画 

岡崎活性
化懇話会 

岡崎オータムフェスタの主催 

取組時期・スケジュール 必要経費 

課 
題 
C  「岡崎オータムフ
ェスタ」へ
の参画 

H21.11.１ 
岡崎オータムフェスタの実施  

材料費、設備費など 5万円程度 
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② それぞれの提言・行動計画 
「京都市動物園構想」提案、子供パスポートプログラムについては別紙参照のこと。 

 

岡崎ホールディングス 社訓 

先人の文化ゾーン岡崎地区に懸けた京都への愛を引き継いで、長きに渡る成果を出そう！ 
岡崎全体を総合的に’経営’し、多くの人が集まるような魅力的な場所へ発展させよう！ 
行政に要求するだけではなく、自分たちが動いて岡崎を発展させる応援隊になろう! 

    
支社（チーム分け） 

    

京都市動物園チーム 
～愛情の感じられる場所～ 

 
京都市美術館チーム 
～市民に優しい美術館～ 

    

社員 
    

社長（リーダー） 丹羽 妙 

支社長（サブリーダー） 土岐 利加 動物園チーム 
支社長（サブリーダー） 八十山 和代 美術館チーム 

   

美濃部 竜治  動・美チーム 
乾 明紀  動・美チーム 

土肥 真司  動・美チーム 

井上 翔一  美術館チーム 
栗山 文孝  美術館チーム 

矢田 佳子  美術館チーム 

山田 寛仁  動物園チーム 
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～愛情を感じる場所～ 
京都市動物園チーム 

新京都市動物園構想への提案 
9 月 26 日 

岡崎ホールディングス 
はじめに 
動物園発祥の地、ヨーロッパでは、動物園は美術館や博物館と同様に文化施設として、高い評価

を受けています。 
近代動物園の評価は、規模の大小ではなく、希少動物・絶滅危惧種の繁殖・飼育などに努めてい

るか否か、又動物の展示は、生息地の野生に近い環境を再現し、飼育する動物を愛護の精神で養い
見る人に、動物の知識を与え人の心を癒し、和ませるように展示されていなければなりません。 
 今回の再整備を絶好のチャンスと捉え、文化都市京都の名に恥じないすばらしい動物園を造りた
く、次の提案を致します。 

１．動物園比較分析                                 

■京都市動物園と日本の他の動物園の比較 
現在の京都市の動物園の施設は明治 36（1903）年に建設され、まだまだ動物園が『見世物小屋』

と位置付けられた時代にできた動物園です。そのため、職員の方々がソフト面で動物福祉に努めて
おられるものの、動物舎の設計自体が‘汽車窓式獣舎’のため、狭く、見栄えが悪く、見る人が、動
物をかわいそうに感じてしまう風情です。 

  
（京都市動物園．シロクマ舎）          （東山動物園．シロクマ舎） 

■魅力的な動物園とは 
これが、動物ののびのびとした姿を見、愛情を感じられる動物園になるかどうかの違いに繋がる

と考えます。その要素は以下の 3点です。 
・樹木が多く、獣舎の中にも樹木が多い。（例 トラ舎に竹・笹など） 
・放し飼いの展示が多く、鉄柵がない。（動物愛護の徹底） 
・役者（展示動物）を引き立てる為の舞台装置（獣舎造り）が巧みにしてある。 
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（東山動物園．カバ）                   （神戸王子動物園．カバ） 

■海外の動物園との比較 
現在の日本の動物園も、動物様々な工夫をしておられますが、海外の動物園と比べると、動物の

自由度や、環境の豊かさ、それを受けて感じられる動物の魅力にも大きな違いがあります。 
 

  
（神戸市立王子動物園．MAP）               （シンガポール動物園．MAP）   

  
（神戸市立王子動物園．ライオン）      （シンガポール動物園．ホワイトタイガー） 
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 ２.動物園構想コンセプト                              

京都市動物園が、他の世界の動物園に誇れるような京都市動物園になっていくために、以下の 3
点をコンセプトに基本構想を提案したいと考えます。 
一、希少動物、絶滅危惧種、を含む自然環境と生態系全体への愛情 
一、観賞動物への愛情（飼育環境配慮） 
一、観る者への愛情（観る者が心地よくなる環境） 

 ３.具体案                                       

ⅰ.動物本来の魅力を引き出せる動物園の設備設計                       
動物本来の生息地に近い自然環境を再現し、生き物にとっての生きる為の適正な環境を知ってもら
うことで、自然環境保護、野生動物保護の大切さを知ってもらう。 
 
＊ 岩石・強化ガラス・プラスチック・水・電気柵などを使い、牢獄を連想させる鉄柵やコンクリ

ートを廃し展示動物の本来生息している野生に近い環境を再現し、広い場所で飼育して欲しい。
（止むを得ず鉄柵等使用の場合、上手くカモフラージュする） 

＊ 飼育面積を広く取りため、小動物舎や鳥類等は２階建を検討しても良いのでは？ 
猛獣舎の面積を広く取り、ノビノビとした動きを見ながら、近くで見たい時は放し飼い獣舎の
中央に透明パイプを通し観察できるようにする。（図 猛獣ワールド） 

 

 
 



岡崎ホールディングス 

第１期 100 人委員会成果報告書 -60- 

＊ サバンナではカバには思う存分”疏水”の水を使って水の中で楽しく生活してもらい、それが観
察できるようにする。 

 
 
＊ 獣舎他各施設には、ソーラーパネル、太陽温水器・浄水器・クーラー・製氷機等で近代化を図

って欲しい。 
 
ⅱ.地球上の生物の多様性についての情報発信                        
京都大学の霊長類野生生物研究の活動や、研究成果の発表の場として、野生生物保護や環境保護の
情報を発信する。 
＊ アニマルライブラリー（動物の図書館）を設け、動物の資料館、動植物や自然の写真集や書籍

などの販売、各動物の日常生活などの情報を提供する。 
＊ 野生鳥獣の救護センターのＰＲ、人と動物の共生についてのアンケートコーナーを設け、迷い

犬・猫の情報発信、譲渡の相談、ペットの病気についての講習会を開く。 
 
ⅲ.造園や休憩所設置による憩いの場としての機能強化園内環境                     
園内の樹木は、現状は殺風景である。四季折々の花の木、実のなる木、植物。ハーブなど増やし、
緑や自然豊かな公園の雰囲気でベンチの設置など訪れる人が気持ちよく過ごせる園への工夫を行
う。 
＊ 園内歩道は、レンガタイルなどを敷き、雨天備え、バリアフリーを考える。園内には森林・草

原・小川などを造り樹木を多くし、自然環境を展示動物に合わせ、公園の要素も取り入れる。
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全体としては、動物の獣舎を広く取れるよう園内道路の幅は可能な限り狭くする。 
＊ レストランは、園内及び一般道路からも出入りが出来、レストラン園内側の窓からは 食事を

しながらサバンナに遊ぶ動物が見られるようにつくる。園内に遊戯施設は不要であり遊戯具は
岡崎地区の他の広場に移転し、一般の人にも利用できるようにする。 

 
ⅳ. 動物の群れ飼育と種類の増加                                 
今いる飼育中の動物のみで再整備を行うのでは無く、京都市と友好姉妹都市協定を結んでいる９都
市に、動物交換を検討して新しい動物を加える事も検討（京都市役所 国際化推進室）。飼育動物
は可能な限り複数頭以上の群れ飼育をするのが望ましい。また、近郊の動物園に居ない動物を展示
して、友好都市と京都市の関係を動物と共に教育の一環とする。 
 推薦動物：バビルサ、イボイノシシ、コモドオオトカゲ、サイガ、ボンゴサイなど。 
 
ⅴ.周囲を巻き込んだ採算性の向上                                
動物園の事業の継続性と発展のために必要な経費確保のために必要な企業の協賛を模索する。企業
に働きかけをして、獣舎ごとのＰＲ契約活動を開始する。京都市動物園・大阪天王寺動物園・神戸
王子動物園・海遊館の園共通券で三か月有効など。 
 例：神戸王子動物園はペンギン舎にサンスター株式会社がＰＲ協賛 

 4.まとめ                                      

私たちは、今年 3月から約半年間をかけて、構想策定のために、京都市動物園の方に大変なご協
力頂き、ほぼ毎月ディスカッションを重ねてきました。その間、サル舎の施設が変わり、動物の説
明用のプラカードが増え、職員さん手製デザインのグッズ販売ができ、動物園がどんどん変わって
いくのを頼もしく感じました。一方で、現状での私たちの提案の実現は難しいもの、コンセプトは
いいけれども違う形で実現されるものが出てくることが分かってきました。しかし、京都市動物園
が、100 年後の京都市民にも親しまれる動物園となるように、私たちの理想を形にし、お伝えした
いと思いました。 
この提案が市民の考えた理想の動物園として、京都市動物園の一つの標となりますように。 
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クライアントであり、同時にテーマともなる
「美術館」に対して、対象の深い理解がもと
められるデザイン活動を通して触れること
で、美術館に対する知識・理解が深まる。 
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③ 活動記録 
活動項目 日時／場所 内容／概要 

美術館との会議 2009/3/10、京都市美術館 美術館との顔合わせ・質問会 
動物園との会議 2009/3/10、京都市動物園 動物園との顔合わせ・質問会 
動物園との会議 2009/4/16、京都市動物園 動物園見学会を受けての質問会 
中間発表準備美術館チ
ーム会議 

2009/4/20、カフェ 美術館の応援隊となることにする。 
美術館への提案を沢山作る。 

中間発表準備動物園チ
ーム会議 

2009/4/22、カフェ 動物園構想の提案書原案の作成 

100 人委員会 2009/4/25、御池創生館 中間発表会 
動物園との会議 2009/5/13、京都市動物園 中間発表に対してのフィードバック 
美術館との会議 2009/5/14、京都市美術館 中間発表に対してのフィードバック 
100 人委員会 2009/6/13、御池創生館 ・各施設のフィードバックを受けて方向修正 

・岡崎エリア全体の構想よりも、まずは施設の魅力を挙げ
ることに集中することを合意 

動物園との会議 2009/6/18、京都市動物園 施設面・経営面についてディスカッション 
美術館との会議 2009/6/18、京都市美術館 こどもパスポートデザインの依頼を受ける 
100 人委員会 2009/6/27、御池創生館 各企画実行に向けての担当者の決定 
子供パスポート企画会議 2009/7/11、メンバーの事務所 概要の叩き台づくり 
美術館との会議 2009/7/13、京都市美術館 こどもパスポートを岡崎 HDがデザインするのではなく、

中学生にデザインしてもらおうと、逆提案をする 
岡崎エリア見学会 2009/7/20、岡崎エリア オレゴン大学ロン教授と岡崎のランドスケープの見学 
京都市教育委員会への
ヒアリング 

2009/7/、京都市役所 こどもパスポートプログラムについて 

京都市芸術企画課へヒ
アリング 

2009/7/23、京都市役所 美術館の東の裏庭の施設横断的な利用について 

100 人委員会 2009/7/25、御池創生館 ・各企画の進捗報告・相談 
・ルーブル美術展でのおもてなしカフェ企画スタート 

動物園との会議 2009/7/29、京都市動物園 市民会議での動物園構想の提案にむけて 
京都市会議 2009/8/3、京都市総合政策局市

民協働推進室 
ルーブル美術展でのカフェ企画について 

美術館チーム会議 2009/8/5、カフェ カフェ企画について 
動物園チーム会議 2009/8/6、カフェ カフェ・動物園構想について 
美術館との会議 2009/8/6、京都市美術館 カフェについて美術館へヒアリング 
新構想の施設設計につ
いて 

2009/8/11、京都市動物園 動物園との会議 

美術館との会議 2009/8/12、京都市美術館 ・カフェ企画の断念と、岡崎オータムフェスタへの参加提
案を受ける。 
・こどもパスポートの運用方法と中学校の参加方法につい
て 

京都市との会議 2009/8/20、京都市総合政策局
市民協働推進室 

ルーブル展でのおもてなし企画について 

100 人委員会 2009/8/22、御池創生館 ・各企画の進捗報告・相談 
・ルーブル美術館展に際してのおもてなし企画、非主催を
決定 

動物園施設設計者との
会議 

2009/8/26、京都市動物園 改築後の施設設計について詳細に議論 

美術館との会議 2009/9/11、京都市美術館 ・カフェ企画の断念 
・岡崎オータムフェスタへの参加提案を受ける。 
・こどもパスポートプログラムとデザイン立案者への対応
について 

蜂ヶ岡中学校との会議 2009/9/11、蜂ヶ岡中学校 中学生が行いやすいプログラムの組み方について議論 
チーム会議 2009/9/17、カフェ 成果報告会について 
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おわりに（社長挨拶） 

岡崎ホールディングスはきちんと成果にを出すことにこだわり、役割分担と責任を明確にするため
にメンバーの担当を美術館と動物園に分け、それを統合するために美術館メンバー、動物園メンバ
ー、両チーム参加メンバーというこのような組織体制にしました。 

また、チーム名はいくつかの子会社を持ちながら、グループ全体を総合的に経営する持ち株会社の
意味合いをもたせて、”岡崎ホールディングス”と名付けました。それに従って、リーダーを社長、
それぞれのリーダーを支社長、企画担当者を主任と呼びあうなど、楽しいチームになっています。 

私たちのチームは、それぞれが所属も違い、年齢も違い、興味分野も違い、参加する理由も違う人
たちの集まりです。でも皆とても個性的で魅力的な人たちで、それぞれの目的を共有し、一緒に活
動しています。役割分担もそれぞれの個性が自然と発揮されたものになっています。 

チーム一番のキレ者で全体的な戦略的な指揮をされる乾さん。持ち前の営業力を生かし、ほぼ全て
の会議に参加し、先方との議論の場で岡崎HDのためには外せない話をしてくれる美濃部さん。チ
ームメンバーをほっと安心させてくれるとともに、地域的な繋がりをくれる土肥さん。人間にとっ
て一番大事なことに気付かせてくれる土岐さん。知識・経験・読みの深さとともに、専門家にも負
けないほど詳しい施設設計をしてくださった山田さん。本物に対する熱いこだわりを持ちながら、
心に響くプレゼンを組み立ててくれる栗山さん。圧倒的な熱意と素晴らしいデザイン能力でこども
パスポートのみならず、動物園構想のイメージ図までつくってくれた井上さん。もう引っ張りだこ
です。時々来られた時の経営者としての鋭い指摘にハッとさせられる矢田さん。そして、チームで
一番元気で、あっという間に関わる人みんなを仲間にして巻き込んでしまう八十山さん。チーム最
年少の社長はそんな素晴らしいメンバーみんなに支えられています。 

チームの外にも、沢山の方々に支えられてきました。 
いつも元気ではっきりものを言ってくれる皆出席の聴講者岩本さん。広い視野と鋭い感性でアドバ
イスをくれる担当事務局の方をはじめとする運営事務局、京都市役所市民協働政策推進室の皆さま、
特に、私たちがゆっくりと答えを出す中をじっくりと付き合って下さる京都市動物園の方々、私た
ちのやりたいことの実現しやすい形を積極的に提案して下さる京都市美術館の方々、両者の協力が
なければ私達は何もすることができませんでした。また、各企画で様々な助言をくださったり、紹
介を頂いたり、企画に参加していただいたりと、多くのご協力を頂きました。文化芸術企画課、教
育委員会、蜂ヶ岡中学校、京都教育大学、オレゴン大学のロン教授、その他ここに書ききれない沢
山の方々にご協力いただいて、ここまで進んできました。有難いことです。 

皆さまへの感謝を胸に、岡崎地域をみんなに喜んでいただける場所にしていくためにこれからも一
歩一歩進んで行きたいと思います。これからもご協力お願いいたします。 
 

岡崎ホールディングス社長 丹羽 




