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序説 熊谷市名勝「星溪園」活用検討ワーキングチームについて

市指定名勝「星溪園」の更なる活用については、中心市街地活性化事業の関連並びに

熊谷市中心市街地地区都市再生整備計画をめぐる重要なキーポイントとして、注目を浴

びている。また、市議会の市政に関する一般質問において更なる活用活性化が求められ

るなど、今後の活用方法について検討を行う必要が出てきている。

この検討とそこから導かれる実施案の策定に向けて、庁内における星溪園活用検討ワ

ーキングチームの立ち上げが望ましいと考えられる。

ついては、次のとおりワーキングチームのメンバー構成により、別紙の概要と活用案

を踏まえた上で、連絡調整を開始した。

ワーキングチーム構成

チームリーダー

社会教育課担当副参事（江南文化財センター所長）

チームメンバー

産業振興部商業観光課 １名（商業観光・中心市街地活性化の関連から）

社会教育課生涯学習係 １名（受付窓口、生涯学習の関連から）

社会教育課文化財保護係・星溪園担当者 ２名（事務局）

第１章 星溪園の概要と活用案について

第１節 星溪園の概要

元和 9年（1623年）荒川の洪水により、堤が切れて池ができ、その後において湧水が
生じ「玉の池」と呼ばれるようになった。慶応年間から明治初年にかけて、熊谷市の発

展に数々の功績を残した竹井澹如翁が、ここに別邸を設け、「玉の池」を中心に木や竹を

植え、名石を集めて回遊式庭園を整備した。明治 17年（1884年）に昭憲皇太后の来訪
を始め、大正 10年（1921年）には秩父宮が宿泊するなど、皇族や政界人などが多く訪
れた。昭和初期、この地を訪れた前大徳牧宗禅師が、「星溪園」と命名し、昭和 25年に
熊谷市が譲り受け、昭和 29年に市の名勝として指定されました。
平成 2年から 4年にかけて園内の整備が行われた際には、老朽化の見られた建物は数奇
屋感覚が取り入れた上で復元された。園内には、星溪寮、松風庵、積翠閣の 3つの建物
があり、貸室として一般の利用が可能となっている。

星溪園の全体管理については、熊谷市教育委員会社会教育課が担当している。庭園部

分の維持管理については社会教育課予算を公園緑地課に配当換えし、業者委託を行い、

年間を通じて実施している。
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第２節 現状における星溪園の利用者数と利用状況

①利用者数

星溪園入場者数（施設利用者数を含まない人数）

（＊は、入園状況集計表の合計の人数）

星溪園総利用者数（施設利用者数＋入園者数）24年度～

※入園者については記帳者のみであり、実際数は表記より多いと考えられる。

22年度 23年度 24年度 25年度
４月 942 745 1,200 911
５月 851 950 1,002 859
６月 541 670 831 734
７月 559 774 670 500
８月 547 514 591 515
９月 424 581 487 394
10月 763 1,231 933 536
11月 1,253 1,693 1,020 743
12月 381 425 529 373
１月 330 446 382 355
２月 438 493 530 177
３月 436 614 640 352
合計 7,465 ＊ 9,136 ＊ 8,815 ＊ 6,449

24年度 25年度
４月 1,703 1,013
５月 1,211 1,390
６月 1,030 1,017
７月 840 650
８月 696 631
９月 655 524
10月 1,454 999
11月 1,969 1,824
12月 632 429
１月 469 527
２月 714 363
３月 882 602
合計 12,255 9,969
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② 現状の利用状況

江南文化財センター主催事業としての星溪園での主な行事

◆ 星溪園楽しいお茶会

熊谷茶道協会との共催で、4～6月、9～11月、2～3月の第 1土曜（11月を除く）・第
3日曜日 13時から 16時までにおいて開催している。各回は協会会員の茶道講師が席主
を担当する。費用：400円 定員：先着 50名。年間を通じ、約 450名の出席がある。

◆ 熊谷うちわ祭茶会

7月 21日の熊谷うちわ祭の巡行祭に併せて、星溪園にて茶会を開催している。平成 23
年からの開始以降、例年、定員の 100名に近い入場がある。
平成 26年度の予定
日時：平成 26年 7月 21日（月曜） 14時～18時
会場：星溪園 立礼席

費用：400円（お茶・お菓子代）
定員：100人（先着順）
席主：鎌塚宗千（江戸千家）

◆ 県民の日茶会

熊谷市教育委員会が主催となり、立正大学裏千家茶道部、熊谷女子高校茶道部（表千

家）、熊谷西高校茶道部（江戸千家）の協力を得て、星溪園内の三棟の建物において茶席

を設けている。参加費用は無料であり、来場者数は例年約 250名を数える。

◆ 俳句講座

熊谷市俳句協会との共催で、10月の毎週水曜日、俳句講座を開催している。市報など
で参加を募り、受講生は 15名程である。講師は俳句協会会長が担当する。

◆ 市政宅配講座「星溪園を味わう」

広報広聴課の事業である市政宅配講座に「星溪園を味わう」というメニューを設け、

星溪園にて歴史や名庭園を散策しながら解説する講座を行っている。平成 25年度までに
３回の実施依頼があり、開講した。

◆ 随時見学会の実施

今日、中山道界隈をウォーキングするグループや市内歴史探訪を行うグループ増えて

おり、星溪園内での解説を依頼されることが増えている。平成 24年度から 25年度に掛
けて、随時の現地見学会は約 15回を数え、合計約 350名に対しての対応を行った。

中央公民館が実施している星溪園での講座等（平成25年度実績）

◆ 茶道教室

熊谷茶道協会に講師を依頼し、4月から 5月に掛けて実施する事業。合計 8回の講座
内容となっている。毎回、約 20名が出席した。
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◆ 着付け教室

星溪園内の星溪寮を会場として、和装着物の着付け教室を行っている。全 5回にわた
って開催された。毎回、約 20名が出席した。

◆ マナー教室

星溪園の星溪寮を会場として、2月から 3月に掛けて、日常生活における礼儀作法の
講座を開催した。全 5回の講座である。

一般利用者による日本文化行事

◆ 茶会・茶道講習会の開催

一般における星溪園の室内使用の多くが、茶会開催によるものであり、平成 25年度に
おける 110件の使用の内、約 60％に上る 65件が茶会並びに茶道講習会による利用であ
る。これは茶道の流派の内部限定の茶会もある中で、11月 3日の文化の日茶会（熊谷茶
道協会）や 10月末における籠原茶道協会による茶会は一般にも公開されており、茶道愛
好者にとっての恒例行事となっている。

◆ 業者による着付け教室

民間の和装業者（日本和装など）によって着付け教室や和装の撮影会が開催されてい

る。これについては業者が参加者を募るなどして実施するものであり、関連雑誌などに

紹介されることもある。年間 15回ほどの開催となっている。

◆ 和楽等の演奏会

星溪園にて和楽や箏曲、長唄の演奏会として使用される。一般に公開された演奏会と

して年に数回開催されており、多くの来場者を見込める行事である。

◆ 駅からハイキングなどウォーキングイベントの中継地

JR東日本が開催している「駅からハイキング」において星溪園は中継地として多くの
参加者が来場している。

◆ グリーンツーリズム事業

平成 24年度より商業観光課が実施しているグリーンツーリズム事業の来訪先の一つ
に星溪園が設定されており、参加者に向けたお茶会が開催されている。

撮影のロケ地としての活用

◆ フィルムコミッション

星溪園の各棟を始め庭園をロケ地としたテレビドラマなどの撮影事例があり、平成 24
年度から 25年度に掛けて、類似例を含め、約 10件の利用があった。

◆ 結婚記念の撮影

結婚を記念した和装での写真を撮影するため、星溪園が使用されている。和装のレン

タル業者（絹屋総本店ほか）が、庭園ならびに建物を借用し、撮影するなどの事例が増
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えている。平成 25年度における撮影のために来場した件数は、約 30件を数えている。
（庭園での撮影は無料として取扱い、部屋の借用時は設定料金が支払われる。）

その他の使用

◆ 会議・研修・入社式としての使用

年間利用の 10件程は、地元自治会の竹町会や熊谷茶道協会の会議会場としての貸出し
を行っている。また企業の研修会や入社式としての利用も見られ、これらについても貸

出しを許可している。

第３節 現状の星溪園利用に関する課題

販売行為について

現在、星溪園の管理運営については、熊谷市星溪園条例及び熊谷市星溪園条例施行規

則によって行われている。その中で、条例第 8条に「星溪園において、物品の販売その
他これに類する行為をしてはならない。」と明記されており、これにより商業目的とした

販売行為が不可であることから、市議会等も含め、この条項が観光客や来客者の増加を

阻害しているのではないかとの指摘がされている。これについて、現状ではイベント等

での軽微な売買（茶会に際する茶券など）を認めている他、条例改正に向けての検討を

行っているところである。

玉の池の状況

かつて豊富な湧水によって満水を維持していた玉の池は星川の源流となっていたが、

昭和 30年代後半以降に枯渇した。枯渇後は戦後地元の簡易水道として使用されていた地
下水の汲み上げポンプから水を補給していたが、昭和 40年代からは荒川の農業用水を導
水し、池の水位を確保していた。その後、平成 10年代の国の大里農地防災事業により農
業用水路の改修が行われ、熊谷市北大通りの中央を流れる成田用水を星川に接続する工

事が実施された。その際、旧来から玉の池に給水していた用水路は廃止され、星川への

接続管からのサイフォン機能を設置し、新たな代替給水を行っている。しかしながら、

夏場においては農業用水が一般耕作地に利用されることから管内の水位が低下し、サイ

フォン機能を果たさず、水の供給が極端に減少するなど、年間を通して水位維持が困難

であり、汲み上げポンプの継続的な稼働が必須となっている。このことは電気料金の増

加にもつながるため必要最低限の給水に留まっており、玉の池の澱みを生じさせる要因

になっている。また、池の環境改善のために、池底に堆積した落葉や土砂の浚渫（しゅ

んせつ）についても今後検討する必要のある課題である。
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第２章 星溪園の活用案について

現在の星溪園は土曜・日曜・祝日における星溪寮の貸出件数が増えるなど、特に週末

における利用頻度が高まっている。また年間を通じ、熊谷市教育委員会の事業、一般へ

の貸出、茶道協会等による茶会開催など、毎年あらかじめ設定されている行事が複数あ

る。これらを中心としたかねてからの利用者に対しての配慮と共に活用案を模索、策定

していくことが必要であると思われる。

現状において、お茶会の開催が多い中で、その同日に複数の行事を同時開催すること

は、茶会本来に求められる静寂的な空間への支障となる可能性が高く、この点などにつ

いても留意が必要となる。

第1節 活用案その１

「星溪園玉の池の浄化とホタル・ムサシトミヨの生息地化事業」

星溪園玉の池の水源確保及び浄化という課題と向き合う時、熊谷市内にて保護活動が

行われているホタルとムサシトミヨの生息できる玉の池に向けて水質浄化事業を行うこ

とで、市民から多くの関心を得られる可能性がある。

玉の池の水質浄化については、埼玉県環境科学国際センターの水環境担当（木持謙主

任研究員を中心としたグループ）が関心を寄せられており、星川の環境保全と併せて施

策を講じようとする動向を見ることができる。

同環境科学国際センターの自然環境担当（金澤光専門員を中心としたグループ）は、

熊谷市の元荒川上流域にしか生息していないムサシトミヨの危険分散の移植地の一つに

玉の池を挙げている。危険分散の候補地として、同担当はかつて生息していた本庄市の

小山川流域を想定し事業を展開していたが、成果が得られていない。このため同じ熊谷

市内であり、荒川の伏流水という共通点を踏まえた時、玉の池への汲み上げ水に対して

一定の可能性を見出しているものと考えられる。またこれはホタルの生息に要する良好

な水質維持についても相通じる側面を持ち合わせている。

ただし、この水源の確保のためには絶えずポンプを稼働させることが必要となるため、

電気料金の予算化にも関係すると思われる。上記の玉の池への着目を踏まえて、具体的

方策について模索を行う。

第２節 活用案その２

「星溪園カフェ事業」

通常行われている楽しいお茶会や茶道協会主催の一般茶会の他に、抹茶に限らず、コ

ーヒーや紅茶などを飲用できる喫茶室的空間の醸成を行う。現在、星溪園内での飲食に

ついては、各棟に調理場を備え付けておらず、料理の提供が不可能であるが、お茶菓子

の提供や、会議等でのケータリング弁当などの利用を容認している状況にある。コーヒ

ーなどの嗜好飲料の提供は、お茶会での抹茶の提供と同じく可能であることから、これ

に加えて、菓子類の提供を行う「星溪園カフェ」の可能性を模索したい。

これは年間を通してのカフェ運営については、他の行事との兼ね合いから、曜日限定

の方法が考えられる。星溪園内の会場場所としては、椅子席である立礼席での提供が好

ましいように思われる。また、正門あるいは東門付近での簡易移動型のカフェ機能を持

ち合わせたワゴン販売等も模索できよう。なお、実施主体について、業者委託に関わる
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選定についての方法など検討する内容がある。

ここに示した年間を通してのカフェ機能の開設と併せて、スウィーツを楽しむ場とし

ての事業化も考えられる。茶会での抹茶と和菓子という組み合わせと同じく、嗜好飲料

だけの提供に留まらず、コーヒー紅茶とスウィーツを楽しむイベント事業も活用案とし

て魅力有するものである。例えば、熊谷市出身であり世界的パティシエであるイナムラ

ショウゾウの洋菓子を楽しむ行事なども考えられる。「星溪園 de ティーパーティー」と
銘打ち、全国に向けての星溪園の情報発信が可能となる。

第３節 活用案その３

「積翠閣ギャラリー事業」

積翠閣の玄関前に設置されているギャラリーは、星溪園や竹井澹如の歴史を紹介する

パネルや資料が展示されている。平成 23年には星溪園が収蔵している吉原雅風筆の掛軸
や大野百樹作の絵画などの美術展示を行った。それ以降、星溪園の収蔵品を約半年ごと

展示替えするなどし、現在では星溪園が収蔵している茶器・茶道具を展示している。名

庭園を前にしたギャラリーでの展示は大変雰囲気も良く、茶会に参加されている方の目

の保養になっているように感じられる。このように、現在では星溪園が所蔵している品

の展示に限られているが、このギャラリーについて、一般市民向けの絵画や彫刻、写真

などの美術作品の展示会場として利用してもらい、来場者の増加を見込むものである。

ギャラリー貸しについては、熊谷市文化センターの市民ギャラリーや中央公民館のロビ

ーギャラリーなどの例があるが、それらを参考にして費用や貸出し方法などを模索する

ものである。

第４節 活用案その４

「市営本町駐車場との連携事業」

現在、星溪園には 6台の駐車場しかなく、自動車で来場した利用者にとって不便を来
たしている状況にある。比較的大きな茶会などの行事の際は、公共交通機関の利用を始

め、周辺の有料駐車場や市営本町駐車場の利用を勧めているが、利用者からの不満の声

も聞かれる。また、星溪園利用者が周辺の店舗や事業所の駐車場に駐車させていること

に対しての苦情も時折生じており、対策が求められている。しかしながら、駐車場の拡

張は見込めず、周辺住民への配慮も必要であることから、徒歩５分の場所にある市営本

町駐車場との連携について模索するものである。担当課と、費用の減免や定期券の貸出

しなどについての協議を行った上で、利便性を高め、星溪園の利用を促進させるもので

ある。また市営本町駐車場には貸自転車も配置されおり、星溪園をキーステーションと

して市街地周遊を促すことが可能となる。
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第５節 活用案その５

「使用料金改定による利用促進事業」

星溪園条例に示されている使用料金は上表のとおりである（当時資料）。上記の使用料

は、熊谷市、深谷市、寄居町に居住又は通勤もしくは在学している方を対象としており、

それ以外の方が利用する場合は、使用料は５割増となる。

この料金体系については、県内外の和風庭園にある茶室の貸出し料金を踏まえて決定

された内容であり、費用的に高めに設定されている。これに対して現在の使用者からは

不満の声は出されていないものの、新たに利用しようとする方々にとっては、この高め

の設定が利用に際しての差支えとなっている声が上げられており、敷居を高くしている

一つの要因となっていると考えられる。

また、上記のように茶室と立礼席について、夜間帯の料金が設定されていないことも

含め、この料金体系について再検討することが求められている。ついては、現状より料

金を下げるなどの方法により利用促進が図られると考えられる。

第６節 活用案その６

「熊谷デジタルミュージアム内に星溪園のサイトを新設」

インターネット上の博物館として運営している「熊谷デジタルミュージアム」の中に

星溪園のサイトを新設し、星溪園の PRを積極的に行う。また季節の移ろいの中で人々
を楽しませてくれる景観美を写真で紹介するなど、随時の更新を図る。また行事予定な

ども提示し、多くの人々の来場を促すものである。併せて、江南文化財センターのブロ

グ「熊谷市文化財日記」においても、星溪園での行事等を積極的に掲載する。

第７節 活用案その７

「星溪園利用予約における『熊谷市公共施設予約システム』の利用」

現在、星溪園の利用予約は、本庁舎６階社会教育課窓口において行っており、予約確

認と料金の支払いが同時的に行われる仕組みとなっている。料金の納入については、窓

口対応が事務手続き上、同じ方法の継続が必要となるが、公共施設の予約の観点からは、

予約状況が分かりづらいなどの意見も出されている。これについて、熊谷市の他施設等

で実施されているのがインターネットを介しての予約システムとなる「熊谷市公共施設

予約システム」である。このシステムの利用により、利用状況が明確になり、必要料金

の支払い準備も行いやすくなるものと考えられる。星溪園の利用予約を本システムに導

入することについては、情報政策課との協議を要する。

使用料 

  9時～12時 13 時～17時 18時～21時 9時～17時 13時～21時 9時～21時

星溪寮 4,500 円 6,700 円 6,600 円 11,200 円 13,300 円 17,800 円

松風庵 2,600 円 3,900 円 3,800 円 6,500 円 7,700 円 10,300 円

積翠閣 4,000 円 5,900 円 5,800 円 9,900 円 11,700 円 15,700 円

茶室 1,000 円 1,500 円   2,500 円    

立礼席 2,000 円 2,900 円   4,900 円    

庭園 占有して利用する場合1回 3,000 円
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