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事例-1 

１ 公園緑地内における施設整備 
(1)設置管理許可 

①富岩運河環水公園（富山市） 
公園種別等 総合公園、9.7ha 所在地 富山県富山市 

指定管理者 公益財団法人富山県民福祉公
園 

指定 
期間 

5 年間（H27.4～H32.3） 

設置施設 スターバックスコーヒー 概要 園内を見渡せるガラス張りの窓とテラス
席が特徴。水辺の景色を眺めながらコーヒ
ーなどを楽しむことができる。 

制度概要 県は土地使用料として年間 7,300 円/㎡を設定（スターバックスからは 230 万円程度
を収受）ただし、公園の整備、管理運営に充当する特定財源化までは行っていない 
※参考文献：「都市の骨格を創りかえるグリーンインフラ－緑地への投資効果を探る－」（H29.4 日本政策

投資銀行）（出典：基地跡地公園・シンボルロードに関する 管理・運営の考え方について - 朝霞市）

 

資料：富岩運河環水公園 HP、「設置管理許可制度」を用いたパークマネジメントにおける 

設置管理事業者の関与実態に関する研究(右図：マネジメント体制のパターン整理 

（公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.53 No.3 2018 年 10 月） 

http://www.kansui-park.jp/ 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/journalcpij/53/3/53_1289/_pdf/-char/ja 

②中央公園（沼津市） 

公園種別等 街区公園、0.6ha 所在地 静岡県沼津市 

設置施設 沼津ランニング＆スキルズ 
ステーション 
（株式会社 M’ｓPLANNING） 

概要 更衣室、シャワーブース、トイレ、休息ス
ペース（観光・まちの情報提供、カフェ機
能） 

設置許可 狩野川沿いの水辺空間や自然環境を利用したランニングやウォーキングを促すとと
もに、市街地やその周辺の情報を発信することで、地域の多様な魅力を PR し、来街
者の増加、回遊性の向上を目指すことを目的に設置。 
許可期間：平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日  
設置許可施設・面積：鉄骨造平屋建て  57.96 ㎡ 

 

資料：沼津 HP「中央公園」、沼津市パークマネジメントプラン（案） 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/commit/pubcom/h29/parkmane/an.pdf 



事例-2 

(2)公募設置管理制度（P-PFI） 

①安満遺跡公園（高槻市） 
公園種別等 総合公園 

一次開園エリア 4.1ha 
所在地 大阪府高槻市 

運営期間 10 年間（H31.3～H41.3） 指定 
管理者 

安満遺跡公園パートナーズ 
【構成員】西武造園株式会社（代表者）
    株式会社ワールドインテック 
    株式会社地域環境計画 

自主事業 ○収益施設の運営（公園東側の民間施設導入エリア）キッチンカーによるサービス
提供のほか、期間限定で屋外に有料の健康器具やアーケードゲームを設置、テン
トやこたつを提供するリビングスタイルのサービスなどを提供。 

○賑わいの創出 パークセンター内の有料施設を活用したクッキング教室、クラフ
ト体験、ヨガ・ダンス。屋外の広場では気球搭乗体験、エア遊具によるウォータ
ーパーク、移動動物園の開催など。 

○物品販売 公園を快適に過ごすアイテムやオリジナル商品の販売など。 

指定管理者によ
る公益的投資 

約 1000 万円 公園東側（民間施設導入エリア）に、屋外休憩施設「屋根付きテラ
ス」を指定管理者の負担により整備。 

 

資料：高槻市 HP「安満遺跡公園が一次オープン」 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/seisakuzaisei/seisakusuishin/iseki_seibi/index.html



事例-3 

②勝山公園（北九州市） 

公園種別等 総合公園、21.1ha 所在地 福岡県北九州市小倉北区 

運営期間 20 年間（H30～H49） 事業者 有限会社  クリーンズ 

事業内容 珈琲所コメダ珈琲店の出店 

施設概要 勝山公園外橋西側橋詰広場  便益施設 建築面積：199.61 ㎡ 

事業の内容等 許可等：都市公園法第 5 条で定める設置管理許可 
土地使用料：応募者の提案による月額 200,000 円を基に協定時に決定
（市が設定した最低価格：月額 40,000 円） 

施設運営の基
本方針 

・季節を感じる演出（装飾）の実施。 
・営業時間の各時間帯で３～７名のスタッフを配置。 
・公園で行われるイベント、お祭りに協力。 
・紫川でのイルミネーションイベントとあわせ、同時期に店舗もイルミネーション
を実施 

施設管理の基
本方針 

・緊急時対応体制図に基づき、年間を通じて迅速な対応管理体制を実施。       
・店舗は、衛生害虫の発生を防ぐ駆除等の定期的な衛生管理の実施。       
・施設周囲の定期清掃の実施 

 

資料：北九州市 HP「勝山公園鷗外橋西側橋詰広場における民設民営の公園施設を設置・管理・運営を行う事業者の公募について」 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kensetu/05900132.html 

  



事例-4 

③南池袋公園（東京都） 
面積 0.8ha 所在地 東京都豊島区 

運営期間 10 年間（H～H） 事業者 株式会社グリップセカンド 

事業内容 豊島区が建てた RC 造 2 階建ての建物の指定部分に、出店者が内装・設備工事をし
て店舗を運営 

事業概要 許可等：都市公園法第 5 条で定める設置管理許可 
使用料：固定分として月坪 1 万 5000 円、歩合分として 25 万円／月坪超過分につ
いて売り上げの 10％と設定。また、出店者は売り上げの 0.5％を地域に還元する
ほか、災害時の帰宅困難者対策に協力する。豊島区の公園管理運営費は年間 2500
万円（2016 年度予算） 

公園管理の基
本方針 

・指定管理は採用していない。  
・整備費、維持管理経費は区が負担しており、ゴミ処理、植栽管理、利用指導など
は外部事業者に業務委託している。  

・公園施設内のトイレ清掃、及びゴミ処理の一部はカフェの事業者が担っている。
・閉園時の退園指導等は別途、警備会社に委託している。 
・「南池袋公園をよくする会」が企画し、芝生を大切にしてもらうためのイベント
を開催。また「緑の募金」を集めて活動資金としている。 

 

資料：豊島区 HP「南池袋公園」、㈱ランズスケープ・プラス HP 

http://www.city.toshima.lg.jp/340/shisetsu/koen/026.html 

http://www.city.toshima.lg.jp/340/shisetsu/koen/documents/160715_minamiikebukuropark_1.pdf 

https://www.landscape-plus.co.jp/minamiikebukuro 

 

 

  



事例-5 

(3)保育所等の占用物件への追加 

①都立汐入公園（東京都） 
公園 
概要 

公園種別、
面積 

総合公園 
12.9ha 

所在地 東京都荒川区 

保育所 
概要 

名称 
開設年月日 

にじの森保育園 
（平成 29 年 4 月 1日）

事業者 社会福祉法人三樹会 

定員 162 名 

面積 占用：約 1,600 ㎡延床：約 1,400 ㎡ 

 

資料：PARKFUL、都市公園法改正のポイント（国土交通省都市局公園緑地・景観課） 

https://www.mlit.go.jp/common/001248733.pdf 

https://parkful.net/2018/04/hoikuen-shioiri-park/ 

②羽鷹池公園（豊中市） 
公園 
概要 

公園種別 
面積 

― 
2.6ha 

所在地 大阪府豊中市少路 

保育所 
概要 

名称 
開設年月日 

羽鷹池ひだまり保育園
（平成 30年 4 月 1日）

事業者 社会福祉法人あけぼの会 

定員 79 名 

構造内容 鉄骨造 4Ｆ耐火 面積 敷地：約 399 ㎡ 園舎：約 664 ㎡ 
園庭：約 223 ㎡ 

 

資料：羽鷹池ひだまり保育園 HP、社会福祉法人あけぼの会平成 29 年度事業報告 

http://hatakaikehidamari.net/ 

http://akebonokai.net/corp/data/info/PDF/16.pdf 



事例-6 

③高野公園（吹田市） 

公園 
概要 

種別 
面積 

― 
2.7ha 

所在地 大阪府吹田市高野台 

保育所 
概要 

名称 
開設年月日 

玉川学園高野公園保育園 
（平成 31年 4 月 1日） 

事業者 社会福祉法人玉川学園 

定員 120 名 

構造内容 木造平屋 面積 敷地：約 2,992 ㎡  
延床：約 1,425 ㎡ 
園庭：約 575 ㎡ 

※都市公園としての風致及び美観に配慮するため、保育所の敷地は、道路から直接乗り入れが可能
な位置に配置し、園舎は平屋建てとします。 

資料：玉川学園高野公園保育園 HP、 

都市公園を活用した保育所整備の先行事例（埼玉県少子化対策協議会(H29 第 2回資料） 

http://www.tamagawa-n.ed.jp/takanokouen/# 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/syosikataisakukyogikai/documents/06sisetuseibi.pdf 

④宮前公園（東京都） 

公園 
概要 

種別 
面積 

― 
2.3ha 

所在地 東京都荒川区 

保育所 
概要 

名称 
開設年月日 

小台橋保育園 
（平成30年7月移転開園）

事業者 社会福祉法人 教信精舎 

定員 160 名 

構造内容 鉄骨造 2Ｆ 面積 占用：約 800 ㎡ 

図書館 
概要 

名称 
開設年月日 

尾久図書館（平成 32 年度
移転開館予定） 

面積 建築：約 1,080 ㎡ 
延床：約 2,080 ㎡ 

 

資料：荒川区 HP（宮前公園周辺地域等における公共施設の順次更新について） 

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/kouso/keikaku/miyamaetamatuki.html 



事例-7 

２ 民有地を活用した公園的空間の整備 
(1)市民緑地認定制度 

①中川自治会広場（さいたま市） 
緑地 
概要 

名称 中川自治会広場 所在地 埼玉県さいたま市見沼区 

面積 約 2,500 ㎡ 土地所有 個人 

設置管理
主体 

名称 中川自治会 
（認可地縁団体） 

設置管理計
画 

平成 29 年 8月 30 日認定 

管理期間 5 年間 

税制軽減率 平成 29 年 6月条例改正（軽減率 1/3） 

 

資料：都市公園法改正のポイント（国土交通省都市局公園緑地・景観課） 

https://www.mlit.go.jp/common/001248733.pdf 

②かしわ路地裏市民緑地（柏市） 

緑地 
概要 

名称 かしわ路地裏市民緑地 所在地 千葉県柏市 

面積 約 500 ㎡ 土地所有 個人 

設置管
理主体 

名称 NPO 法人 urban design 
partners balloon 

設置管理計画 平成 29 年 11 月 15 日認定 

管理期間 10 年間 

税制軽減率 平成 29 年 6月条例改正（軽減率 1/2） 

 

資料：Green Connection TOKYO HP http://green-connection.tokyo/PDF/Slides05.pdf 



事例-8 

③コクーンシティ（さいたま市） 

緑地 
概要 

名称 コクーンシティ 所在地 埼玉県さいたま市大宮区 

面積 約 4,400 ㎡（下図赤色） 土地所有 片倉工業株式会社 

設置管
理主体 

名称 片倉工業株式会社 設置管理計画 平成 30 年 5月 29 日認定 

管理期間 5 年間（H30.6～H35.5） 

税制軽減率 固定資産税及び都市計画税が２／３に軽減される（３年間） 

 

資料：Green Connection TOKYO HP  

http://green-connection.tokyo/PDF/Slides05.pdf 

④（仮称）紡ぐ広場（西条市） 

緑地 
概要 

名称 （仮称）紡ぐ広場 所在地 愛媛県西条市 

面積 約 4,400 ㎡ 土地所有 個人 

設置管
理主体 

名称 株式会社アドバンテック 設置管理計画 平成 30 年 10 月 1 日認定 

管理期間 20 年間（平成 33 年 5 月～） 

税制軽減率 固定資産税等の特例措置により、土地の課税標準が３年間２／３に軽減 

 

資料：Green Connection TOKYO HP  

http://green-connection.tokyo/PDF/Slides05.pdf 



事例-9 

(2)民間事業者による公園緑地空間の整備 

①淀屋橋三井ビルディング（大阪市） 

建物 名称 淀屋橋三井ビルディング（三井不動産） 

所在地 大阪市中央区 竣工 2008 年 3 月 

概要 低層階（B1F～2F）は商業施設「淀屋橋 odona」 
3F～16F はオフィスフロア 
敷地面積約 3,425 ㎡、延べ床面積約 44,936 ㎡ 

緑地空
間概要 

低層部の屋上を緑化し、13F セットバック部分に約 200 ㎡の屋上庭園（専用使用庭園）と
して提供。 

 

資料：三井不動産 HP「淀屋橋三井ビルディング」「ニュースリリース」  

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/csr/2008/special/yodoyabashi/index.html 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2008/0327_02/ 

②中之島 四季の丘（北西広場）（大阪市） 

施設 
概要 

名称 「中之島 四季の丘（北西広場）」（約 3,300 ㎡） 

所在地 大阪市北区 竣工 2013 年 2 月 

概要 ダイビル本館（鉄骨造、地上 22 階・地下 2階） 

緑地空
間概要 

大阪・中之島 3丁目共同開発事業の一環で進められ、ダイビル本館の西側に位置する「花・
緑・水・光」をテーマにした都市広場。 
水と緑あふれる地上部は四季折々の花が楽しめる憩いの丘で、地下は駐車場と地域への熱
供給施設（地冷プラント機械室）になっている。 
ダイビル株式会社と関電不動産株式会社が共同で整備。 

 

資料：大林組 HP「中之島四季の丘」、ニュースリリースポータル  

https://www.obayashi.co.jp/works/detail/work_1670.html  http://www.news2u.net/releases/128326 



事例-10 

③工場緑化「サッポロビール静岡工場ビオトープ園」（焼津市） 
施設 
概要 

名称 サッポロビール静岡工場ビオトープ園（49,700 ㎡） 

所在地 静岡県焼津市 開始 一般開放は 1998 年～ 

緑地空
間概要 

従業員により、1991 年から 7年をかけて手作りされた自然のオアシス。 
園内にはメタセコイア、クスなど約 90 種類の樹木が生い茂り、水辺にはフナやメダカ、
ザリガニなどが生息する。 
ツグミやハクセキレイなど約 50 種類の野鳥が訪れ、バードウォッチングが楽しめる。 
園内の池には、大賀ハス（二千年ハス）が咲き誇る。 

開園 開園時間 9:30～16:30（事前に守衛所への申出が必要） 

活用 地元の幼稚園、小中学校を対象とした環境教育の場としても活用 

 

資料：サッポロビール 静岡工場 HP  

https://www.sapporobeer.jp/brewery/shizuoka/ 

  



事例-11 

④工場敷地外緑地「横浜市キリンビール工場」（横浜市） 
施設 
概要 

名称 横浜市キリンビール工場敷地外緑地（約 1.8ha＝延長約 450ｍ、幅約 40ｍ） 

所在地 横浜市鶴見区 開放 2017 年 7 月～2018 年 1月にかけて整備 
2018 年 8 月から一般開放 

緑地空
間概要 

首都高横浜北線と岸谷生麦線の高架の土地は、キリンが北線整備にあたり一部売却したも
のであるが、工場立地法における緑地面積が不足したため、市が創設した同法の「敷地外
緑地制度」を利用して整備された。 
横浜市、キリンビール、首都高速道路の３者で管理協定を締結し、緑地の維持管理をキリ
ンが行う。 
既存の工場緑地とつながり、キリン桟橋までの約 1km のみどりの散策路となっている。 

開園 火曜日～日曜日（年末年始を除く） 
午前 9時～午後 5時 30 分（広報お客様出入り口のゾーンに限り午後 10 時まで） 

活用 市が整備を進めていた旧東海道を示すサインを設置した新たな歩道も完成し、安全な散歩
コースとなっている。 

 

 

資料：一般財団法人日本緑化センターHP「2018 年度日本緑化センター会長賞等 受賞工場」 

キリンビール横浜工場工場概要及び地域とのつながり（2018.4.17） 

http://www.jpgreen.or.jp/koujyo/37kai/1-07.pdf 

http://shokuhou.jp/wp-content/uploads/2018/04/6908488b79cbb138961091912b176703.pdf 



事例-12 

３ 公園緑地の新たな管理手法 
(1)パークマネジメント公園 

①兵庫県立有馬富士公園（三田市） 
名称 
（種別、面積） 

有馬富士公園 
（県立公園、178.2ha（計画面積
416ha）） 

所在地 兵庫県三田市 

開園 平成 13 年（平成 21 年 3月、第１期区域全体開園） 

マネジメント
概要 

NPO などの市民活動団体が公園運営に参加し、年間を通じてプログラムを展開。NPO
などの市民が「キャスト」となり、一般来園者「ゲスト」に対してプログラムを提
供する。 
公園全体の運営方針は、県民・行政・学識者から構成される「有馬富士公園運営・
計画協議会」で議論される。 

 

資料：有馬富士公園 HP 

http://www.hyogo-park.or.jp/arimafuji/contents/about/index.html 

  



事例-13 

②大阪城公園（大阪市） 

名称（種別、面積） 大阪城公園（歴史公園、105.5ha） 所在地 大阪市中央区 

開園 昭和 6(1931)年 

管理者 「大阪城パークマネジメント共同事業体」 
電通を代表者とし、讀賣テレビ放送、大和ハウス工業、大和リース、ＮＴＴフ
ァシリティーズの計５社で構成 
事業期間：平成 27 年 4月 1日～平成 47 年 3 月 31 日（5年ごとに効果検証） 

マネジメント概要 《魅力向上事業》 
・既存施設の活用（もと博物館、大阪迎賓館、もと音楽団事務所） 
・新たな施設の設置運営（森ノ宮駅前エリア、大阪城公園駅前エリア等） 
・アクセス向上策やイベント実施 
《大阪城公園 PMO 事業》 
PMO 事業者は指定管理者制度による公園の指定管理者としてだけでなく、大阪
城公園の観光拠点化推進のため、新たな魅力ある施設の整備や既存の未利用施
設の活用を実施するものとする。 
《市への納付金》 
事業収支の中から基本納付金として、固定額（2億 2600 万円）を大阪市に納付。
さらに、大阪城公園パークマネジメント全事業の収益から、7％（約 2000 万円
～9000 万円）を変動納付金として還元。 

 

資料：大阪城公園 HP、文教施設におけるコンセッション事業に関する先導的開発事業報告書（平成 30 年 3 月、京都府） 

https://osakacastlepark.jp/map/ 

https://www.pref.kyoto.jp/kyoto_sports/documents/houkokusyo.pdf 



事例-14 

③千葉市身近な公園のパークマネジメントモデル団体事例 

千葉市では平成 28 年 3 月末現在、15 団体が、モデルとしてパークマネジメントを実施。 

 

資料：千葉市ＨＰ身近な公園のパークマネジメント 

https://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/parkm.html 



事例-15 

(2)エリアマネジメント 

①千代田区立淡路公園（東京都） 

種別、面積 街区公園、3,000 ㎡ 所在地 東京都千代田区 

対象地域 東京都千代田区神田淡路町二丁目 101 番・103 番・105 番（約 10,416 ㎡） 

マネジメント
概要 

一般財団法人淡路エリア
マネジメント 
（2012.12 発足） 

設立 
目的 

再開発施設「ワテラス」を拠点として、神田
淡路町二丁目及びその周辺地域において、
これまでの神田らしい情緒ある良好な地域
コミュニティを維持し、安心で快適なまち
を実現するために、既存の地域団体と連携
して、地域活動を推進および支援する 

備考 ・（一社）淡路エリアマネジメントは、千代田区との協定等により淡路公園を地域
交流活動に使用できる。 

・ワテラス広場は、（一社）淡路エリアマネジメントが管理組合（業務部会）との
協定等により無償使用、有償貸出ができる。 

・淡路公園ほかで「ワテラスマルシェ」や「ワテラスキッズ」や夏祭りなど地域交
流推進活動が開催。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 事業区域（出典：ワテラス HP） 
 

資料：ワテラス HP 

https://www.waterras.com/about.html 

  



事例-16 

②二葉の里第三公園（広島市） 

種別、面積 街区公園、約 0.1ha 所在地 広島市東区（二葉の里土地区画整理事業地区内）

対象地域 ＪＲ広島駅新幹線口周辺地区（通称「エキキタ」） 

マネジメント
概要 

エキキタまちづくり会議 
(H27.3 設立) 
（地域住民、事業者、光商工
会、その他、東区役所） 

設立 
目的 

広島駅の玄関口である「エキキタ」の魅
力ある資源を生かし、持続的ににぎわい
が生まれるまちづくりを目指すととも
に、来訪者・居住者にとって、快適・安
全・安心なまちづくりに取り組む 

主な活動内容 ・地域ルールづくり（エキキタまちづくりビジョンの作成） 
・環境維持（二葉の里第三公園や緑地の一斉清掃） 
・まちのにぎわいづくり（エキキタスイーツラリーの実施、公園及び緑道において
出店などを行うエキキタカラフルマルシェの開催） 

・公共施設等の管理・活用（有効空地において利用制限を超えた各種イベントの開
催や物品・飲食物の販売（規制緩和）。自主財源かくほのための二葉の里第三公
園への自動販売機設置（規制緩和）。 

・まちの情報発信（お店マップの作成、ホームページの開設） 

 

資料：広島市 HP「エキキタエリアマネジメント活動計画の概要」 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1550555244578/index.html 

③若葉三丁目公園（千葉市） 

種別、面積 約 21,000 ㎡ 所在地 千葉市美浜区 

対象地域 幕張新都心若葉住宅地区内「幕張ベイパーク」 

マネジメント
概要 

一般社団法人幕張ベイパーク
エリアマネジメント（B-pam）
(H30.5 設立) 

設立 
目的 

幕張ベイパークでの暮らしを豊かにす
るために、住む人や働く人などが主体
となって取り組む街そだての仕組み 

主な活動内容 ・お祭りやマルシェ、ワークショップなど様々なアクティビティを企画運営。
・幕張ベイパーク商業街区開発をイオンがプロデュース 

・若葉 3丁目公園では新たな集いと憩いの場として、シンボルとなる「ツリーデッ
キ」を設置し、住民たちの交流イベントを開催。 

 

資料：B-pam HP、幕張ベイパークスカイグランドタワーHP 

https://www.b-pam.com/  https://www.makuhari-sky.com/shinchiku/G1871001/ 



事例-17 

(3)都市公園のストック再編 

①神戸市「ＫＯＢＥパークリノベーション（神戸の未来を創造する身近な公園の再生計画）」 

策定年月 平成 30 年 2月 目標年次 2025（平成 37）年 

計画の 
位置付 

神戸の未来を創造する身近な公園の再生を実現するための実行計画 
※身近な公園＝住区基幹公園 

内容 「計画」「配置」「機能」「マネジメント」で身近な公園にかかる施策を展開 
＜新たな時代をみすえた計画＞ 
⇒少子高齢化など、変化し続ける社会情勢に対応した新たな時代の公園を計画する
①神戸らしい強みを活かした公園計画  ②緑のストックを活かした柔軟な計画づくり 
③まちのにぎわいを創出する核となる公園づくり 
＜地域の状況に応じた公園の配置＞ 
⇒種別・広さにこだわらず有効に公園を配置する 
①歩いていける身近な公園の確保  ②防災に資するオープンスペースの確保 
③地域の実情に応じた公園の配置 
＜市民に愛される公園の機能＞ 
⇒地域の需要に応じて必要とされる機能を発揮させる 
①公園が持つ多様な機能を発揮させる  ②地域の特性に応じた機能の取捨選択 
③多様な主体との連携による公園の機能向上 
＜公園を使いこなす管理運営(マネジメント)＞ 
⇒公園を地域主体でマネジメントし、まちづくりとの連携も検討する 
①マネジメントの仕組みの構築  ②マネジメントのルールづくり ③民間活力導入の推進

【モデル事業】 
１.にぎわいのある公園づくり 

駅前など人が集まる公園や地域のイベント利用など、まちづくりの核となる公園を
拠点公園と位置づけ、先導的事例として再生に取り組み、子どもや子育て世代など
幅広い年代でにぎわう公園とします。 

2.ストックを活用した公園づくり 
公園区を基本単位として、地域の社会状況やニーズに応じた公園の機能や配置・計
画を見直します。※公園区...小学校区をベースとした、歩いて行けるコミュニティの単位 

3. 市民が主役の公園づくり 
地域の人々が主体となり、身近な公園をより使いやすくするために子どもの自由な
遊びなどを考える「ローカルルールづくり」や、周辺施設との連携など公園とまち
が一体となった管理運営に取り組みます 

資料：神戸市 HP「KOBE パークリノベーション（神戸の未来を創造する身近な公園の再生計画）の策定」 

http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/park/plan/img/parkrenovation-honpen.pdf 

②札幌市「『札幌市公園施設長寿命化計画』策定に向けた公園施設の基本的な考え方」 

策定年月 平成 27 年 3月 

経緯 公園施設の課題の一つとして、「公園機能の重複や地域ニーズとのずれがある」ことが
あり、こうした課題に対応するため「公園の機能分担」を進めることとした 

公園機能分
担の検討対
象 

同一の誘致圏（250m）に狭小公園がある場合、以下を基本とする。また誘致圏を設定
する場合は、河川や幹線道路など生活圏を分断する要素に留意する必要がある。 
・1,000 ㎡以上の面積が大きい公園を核となる公園とし、1,000 ㎡未満の狭小公園
は遊具等を撤去し、機能を絞って整備する      

・核となる公園がない場合は、各々の公園で機能分担を図る  
 
 
 
 
 
 
 

資料：札幌市 HP「「札幌市公園施設長寿命化計画」策定に向けた公園施設の基本的な考え方について」 

http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/forest/skeika/toushin/documents/shingi-chojumyotoshin-gaiyo.pdf 



事例-18 

③北九州市「住民ニーズに応じた都市公園の再編事例」 

広場が小さく、段差があるなど、利用が限られる小規模公園が存在していたため、遊休市有

地（団地跡地）を活用した小規模公園 2 箇所の集約・再編により、公園利用者のニーズに合

った 1 公園を設置した。 

 

資料：「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会中間とりまとめのポイント」 

(国土交通省都市局公園緑地・景観課（平成 28 年 2 月）) 

http://www.mlit.go.jp/common/001119143.pdf  

  



事例-19 

(4)指定管理者における一括管理 

①西東京市「エリアで 55 公園を一括管理」 

概要 エリアマネジメントを意識して、西武池袋線ひばりケ丘駅南側、西東京いこいの森公
園を中心とする一定の区域（市域の約 6分の 1）にある大小様々な 50 公園（公募時。
現在は 53 公園）を一括して指定管理の対象とした。 

対象 西東京市立公園 
（西東京いこいの森公園(4.4ha)及び
周辺の市立公園） 

所在地 東京都西東京市 

指定管理者 西東京の公園・西武パートナーズ（代
表企業：西武造園、構成団体：エヌピ
ーオーバース、尾林造園） 

管理期間 5 年間（H28.4.1～H33.3.31） 

特徴 ・市民協働の推進を最も重要な目的としており、民間の能力を最大限に発揮できるよ
うな制度となるよう導入段階から工夫。 

・エリア全体を包括的に管理することで、公園をキーワードにした街づくりや、エリ
アマネジメントを意識した街の活性化も期待でき、さらに維持管理経費の抑制が可
能となり、市民協働も効果的に推進することができる。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：「大小 53 公園を指定管理者が一括管理、西東京市の取り組み」(新・公民連携最前線) 

https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/032300072/110800006/ 

いこいの森周辺の市立公園 HP  http://nishitokyoparks.com/ 

②狭山市「5 公園を一括管理」 

概要 狭山市の屋外運動施設のある都市公園5公園を一括管理するスケートメリットに配慮
して指定管理の対象とした。 

対象 都市公園 5公園（狭山台中央公園、新
狭山公園、上奥富運動公園、鵜ノ木運
動公園、堀兼・上赤坂公園） 

所在地 埼玉県狭山市 

指定管理者 狭山市公園パートナーズ 
（代表企業：西武緑化管理株式会社、
構成員：有限会社戸口工業） 

管理期間 5 年間（H28.4.1～H33.3.31） 

記載される
効果 

・効率的な管理運営による経費の縮減 
・５公園連携イベントによるサービスの向上と利用促進 

資料：狭山市都市公園指定管理者について 

https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/shisaku/shiteikanrisha/h27senteikekka.files/toshikouen.pdf 



事例-20 

４ 公園以外の場所における公園緑地的活用 

(1) 道路・街路空間の占用許可の特例 

①ふじ通り（春日部市） 

名称 道路空間を利用したオープンカフェモデル事業 

策定年月 平成 30 年度～ 実施場所 埼玉県春日部市 

目的 春日部市のシンボルである「ふじ通り」を活用し、地域の方々としが連携し、新たな
公共空間の魅力を創出する事業を実施することで、来街社の増加及び市のイメージア
ップを図る 

内容 ふじ通りで、公共の歩道空間を活用しつつ、地域の特色やストックを活かしたオープ
ンカフェ「藤テラス」を実施。 
「藤テラス」の実施にあたっては、近隣商店街や商工会議所、包括的連携協定を締結
している大学生と共に、企画の段階からワークショップを重ねている。 
《平成 30 年実績》 
4 月 14 日、28 日、29 日の３日間実施し、市外からの来街者を含む約 10,500 人の来場
者があった。道路空間を活用した社会実験として、歩道の交通を妨げることなく、集
客による賑わい、地域の活性化に十分寄与できるという結果を得た。 

 

資料：埼玉県 HP「道路空間を活用したオープンカフェモデル事業－Ｎｏ.12 春日部」 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0106/jireisyuu/documents/30-12-kasukabe.pdf 

②大通すわろうテラス（札幌市） 

 

資料：道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン-改定版（平成 28 年 3 月国土交通省道路局） 

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/pdf/280331guide.pdf 
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③鳥取駅前太平線再生プロジェクト（鳥取市） 

 

資料：道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン-改定版（平成 28 年 3 月国土交通省道路局） 

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/pdf/280331guide.pdf 

④花園町通り賑わい・憩い空間づくり（松山市） 

 

資料：道を活用した地域活動の円滑化のためのガイドライン-改定版（平成 28 年 3 月国土交通省道路局） 

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/pdf/280331guide.pdf 
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⑤グランドプラザ（富山市まちなか賑わい広場）（富山市） 

富山市中心商店街の賑わい創出に向けて整備された再開発ビルと大型商業施設の間の市道を拡

幅して作る南北約 65ｍ、東西約 21ｍのガラス 屋根に覆われた広場空間である。グランドプラ

ザを管理・運営するために市では条例を制定し、道路の指定を解除してなるべく自由 に使用で

きる広場としている。中心市街地において、市民の交流を促し、賑わいを創出する事業を行うた

めの空間として位置付けられている。 

開設 平成 19 年 9月 

設置者 富山市 

管理者 指定管理者：(株)まちづくりとやま 

（平成 22 年度～5年間、それまでは市が管理） 

施設概要 総曲輪通りと平和通りを結ぶガラス屋根のかかったまちなか賑わい広場 

規模 面積約 1,400 ㎡（65ｍ×21ｍ） 

天井高 19ｍ 

主な施設 大型ビジョン（277 インチ） 

昇降式舞台（6.42m×6.08m） 

モバイルグリーン（可動式樹木） 

その他設備 広場内に電源・給排水の地下 BOX が完備 

ステージの下に人工芝やマイク設備、テーブルなどを用意 

利用時間 午前 10 時～午後 10 時 

活用例 ・パフォーマンス・ライブ      ・セミナー・講演会 

・飲食               ・マーケット    

・展示・説明会           ・観光・物産展 

・パブリックビューイング・上映会  ・ワークショップ・体験 

・スポーツ             ・ファッションショー、コンテスト 

備考 使用体系は「専用使用」と「行為使用」がある。 

遊び場、休憩・集合スペース、イベントスペースとして無料利用が可能。 

 

資料：富山のまちなか賑わい広場『グランドプラザ』HP 

http://grandplaza.jp/ 
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(2)河川空間のオープン化 

①一級河川大落古利根川 

概要 水辺再生事業で整備した親水テラスを「イベント広場」として活用。定期的に商店会
等がイベント（水辺カフェ、コンサートなど）を開催し、水辺の賑わい空間を創出。

河川管理者 埼玉県知事 区域名称 大落古利根川河川広場 

水系名・河
川名 

１級・利根川水系・大落古利根川 指定範囲 春日部市粕壁 1丁目 4番地先 

指定日 H26.5.23 許可期間 ３年 

占用主体 大落古利根川河川広場利用調整協議会 

占用施設 広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設又は船舶上下架施設（斜路を含
む。）、一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・広告板・照明・音響施設・切符売
場・案内所、船上食事施設等 

合意方法 大落古利根川河川広場利用調整協議会 

関連ＵＲＬ https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/machi/mizube/katsuyo/index.htm 

 

②一級河川隅田川 

概要 概要隅田川の水辺とその周辺地域に恒常的な賑わいを創出し、地域の活性化を図るこ
とを目的として、東京スカイツリーを臨む絶好のビューポイントである台東区立隅田
公園内の河川区域に、水辺空間を活用したオープンカフェを出店。 

河川管理者 東京都知事 区域名称 隅田公園オープンカフェ 

水系名・河
川名 

１級・荒川水系・隅田川 指定範囲 台東区花川戸一丁目及び二丁目地先 

指定日 H24.12.10 許可期間 ３年 

占用主体 タリーズ・コーヒー・ジャパン（株）、（株）松竹サービスネットワーク 

占用施設 広場及び遊歩道と一体をなすオープンカフェ 

合意方法 隅田公園オープンカフェ協議会 

関連ＵＲＬ http://www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/midokoro/sumidatanoshimi/cafe/opc1.html 
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③一級河川信濃川 

概要 新潟市中心市街地を流れる信濃川のやすらぎ堤（緩やかな法面勾配（５割）の堤防）
や萬代橋は、新潟市のシンボルである。その素晴らしいロケーションを活かしたイベ
ントの実施や飲食店の出店等により、賑わいと憩いの場が創出され、河川区域を含む
萬代橋周辺地区の一層の活性化と新潟市の魅力・活力の向上が図られる。 

河川管理者 北陸地方整備局長 区域名称 信濃川やすらぎ堤 

水系名・河
川名 

１級・信濃川水系・信濃川 指定範囲 萬代橋～八千代橋間の信濃川左右岸及
び水面 

指定日 H28.2.25 許可期間 ３年 

占用主体 新潟市長 

占用施設 広場、イベント施設、遊歩道、船着場、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店、売店、
オープンカフェ、広告板、広告柱、照明、音響施設、切符売場、案内所、船上食事施
設、等 

合意方法 信濃川やすらぎ堤利用調整協議会 

関連ＵＲＬ http://www.hrr.mlit.go.jp/river/toshitiikisaisei_shitei/yasuragitei/index.html 

 

④一級河川新町川 

概要 徳島県では、ひょうたん島周辺の既存観光資源を中心とした水上ネットワークの構築
や回廊整備により観光振興を図っている。当該区域は、ひょうたん島を巡る周遊船の
乗り場や、親水公園、ボードウォークが整備され、多くの県民が集う憩いの場となっ
ている。 

河川管理者 徳島県知事 区域名称 ひょうたん島遊覧船水系 

水系名・河
川名 

１級・吉野川水系・新町川 指定範囲 新町川左右岸の新町橋～両国橋 

指定日 H24.12.25 許可期間 （徳島市長）５年、（新町川を守る会）
３年 

占用主体 徳島市長、（ＮＰＯ法人）新町川を守る会 

占用施設 広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる施設と一体をな
すオープンカフェ等、その他施設 

合意方法 地元市町村の同意 

関連ＵＲＬ http://www.city.tokushima.tokushima.jp/kankou/taiken/hyoutanjima.html 

 

資料：河川空間のオープン化活用事例集（平成 30 年７月国土交通省 水管理・国土保全局） 

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shigenkentou/pdf/jirei_kasenkukan_1808.pdf 
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(3)都市内農地の位置づけ 

①梅の丘公園（農地付公園の整備）（横浜市） 

公園名 梅の丘公園 
(近隣公園、10,089 ㎡) 

所在地 横浜市港北区師岡町 

開園 2015 年 4 月 指定管理者 横浜植木株式会社 

概要 「横浜みどり税」を財源の一部とし、緑の強化や保全を行う「横浜みどりアップ計画」
の一環。緑地を減らさないよう、現在は使われていない農地を市が買い取るなどし、
市民が農体験できる公園（農地付き公園）として整備 

農地概要 ・個人や家族で利用可能な分区園（13 ㎡）を 46 区画、グループで利用できる団体用
分区園（50㎡）を 3区画などが整備。 

・1年間の利用料は個人・家族向けが 5200 円、団体用は 2万円。 
・公園としてトイレや広場などが整備 

 

資料：師岡町梅の丘公園 HP 

http://morooka-ume.jp/parkmap/ 
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②春日井市「新型市民農園基本計画」（愛知県春日井市） 

計画名 新型市民農園基本計画 策定年度 平成 28 年 3月 

策定概要 多様化した市民ニーズに応え、幅広い世代が楽しめる新たなレクリエーション型の市
民農園の整備に向け、その基本的な考え方を示すもの。 

計画の構成 第 1章 計画策定にあたって（1.背景・目的 2.上位計画 3.市民農園の現状と課題
4.基本計画策定懇話会 5.市民等の意見 6.市民等が望むサービス、施設・
設備） 

第2章 基本計画（1.基本理念と基本方針 2. 期待される機能 3.施設整備計画 4.
関係法令等 5.開設場所の検討 6.今後の進め方） 

第 3章 今後の課題に対する考え方（1.管理運営体制 2.地域・企業との連携 3.市
民参加 4.利用者数 5.必要経費） 

基本理念 
基本方針 

【基本理念】市民とともに成長する市民農園 ～農の恵みを感じながら～ 
【基本方針】①春日井の新たな魅力を生み出します ②農の恵みと身近な自然の素晴

らしさを感じられる場とします ③幅広い世代の利用者が一緒に楽し
める場とします ④人と人とのつながりを育む場とします ⑤利用者
とともに考え、利用者とともに成長します 

 

資料：春日井市 HP「新型市民農園基本計画を策定しました」 

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/1009248/nougyo/1009279.html 
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 (4)街路樹の適正な管理 

①名古屋市「街路樹再生指針」（愛知県名古屋市） 

計画名 街路樹再生指針 策定年度 平成 27 年 8月 

策定概要 市民の身近な緑として街路樹が持つさまざまな機能や役割を十分に発揮できるよう、
策定。 

計画の構成 第 1章 名古屋市の街路樹の現状（1.沿革と整備状況 2. 現状の課題） 
第 2章 取り組みの方向性（1. 目標 2. 課題への対応 3. 計画的な推進） 
第 3章 再生方針 

再生方針 【再生方針１ 計画的な更新・撤去による街路樹再生】 
(1)対象路線の具体化 (2)更新による街路樹の再生 (3)不適合木の撤去 

【再生方針２  樹高抑制・間伐と剪定管理による樹形再生】 
(1)安全性確保のための大高木の樹高抑制・間伐  
(2)街並みと調和のとれた樹形をつくる剪定管理 

【再生方針３  名古屋の顔となるシンボル並木の形成】 
(1)シンボル並木の育成管理 (2)地域との連携強化 
(3)民間主体による街路樹づくりの促進 

 

資料：名古屋市 HP「街路樹再生指針」 http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000072452.html 

②芦屋市「街路樹維持管理基本書」（兵庫県芦屋市） 

計画名 街路樹維持管理基本書 策定年度 平成 24 年度 

策定概要 震災によって壊滅的な被害を被った「国際文化住宅都市」を掲げる芦屋市では、都市
政策的な観点から、芦屋市らしい文化の薫り高い（質の高い）景観を取り戻すため、
現在の緑量を尊重しつつも、街路を取り巻く景観に調和した美しい街路樹のあるべき
姿を検討し、常に美しい街路景観を創出するため、本書を街路における樹木管理のマ
ニュアルとする。 

計画の構成 Ⅰ.街路樹管理計画（1.街路樹緑化管理計画の目的と概要 2.街路樹緑化の効果 3.
街路樹の現状と課題） 

Ⅱ.維持管理（1.維持管理の基本 2.植物への配慮 3.沿道住民への配慮） 
Ⅲ.樹木の管理（1.高木の植栽 2.中低木の植栽） 
Ⅳ.街路樹植栽計画（街路樹の樹種決定に関する留意点、街路樹の植栽計画に関する留

意点） 

周知 パンフ「芦屋のみちの木『みんなで育てるみんなの街路樹』」の作成。（街路樹の効果と
役割、芦屋の街路樹、市内の街路樹、街路樹の管理、街路樹管理の基本的な考え方） 

資料：芦屋市 HP「公園樹・街路樹の管理」 http://www.city.ashiya.lg.jp/kouen/gairojyu.html 
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５ 緑の基本計画の策定にあたっての追加事項等 

(1)生物多様性への配慮 

①町田市「緑の基本計画 2020 一部改訂」（H28.3） 

記載 
概要 

・計画の位置づけとして「まちだエコプラン」「町田生きもの共生プラン」などの生物多様
性関連計画との整合性を記載。 

・「緑の役割」の評価方法の 1つ目に「生態系」を掲げ、生物の生息・生育・繁殖空間とし
ての機能を評価した。また「緑の 8 つの基本方針」の 1 つに「生物多様性を支える緑を
守り生きものと共生するまちを目指します」を設定。 

 

資料：町田市 HP「町田市緑の基本計画 2020 一部改訂」

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/midori/midohozen/keikaku/midorinokihonnkeikaku.files/midori1bu_honpen.pdf 
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②堺市「緑の基本計画」（H30.3 改定） 

記載 
概要 

・基本方針「身近なまちの緑を育みます」の施策「3-1 身近な緑の保全を進めます」の事業
の 1つに「生物多様性保全推進事業」を位置づけ。 

 

資料：堺市 HP「堺市緑の基本計画」 

https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gyosei/shishin/sangyo/midorikihon/index.files/kihonkeikaku.pdf 

 

(2)生産緑地地区の緑地保全に関する事項 

①川崎市「緑の基本計画」（H30.3 改定） 

記載 
概要 

・都市農地を取り巻く制度や情勢の変化を受け、施策の推進に向けたプロジェクトとして
「農地の保全・活用と「農」とのふれあいの推進プロジェクト」を掲げ、農業振興計画
を踏まえ、改正生産緑地法に基づく制度の運用や、多様な主体と連携した農の活用を進
め、良好な農環境を保全するとともに都市農業を進行し、多面的な農地の活用を図る、
としている。 

 

資料：川崎市 HP「川崎市緑の基本計画」 

http://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000023138.html 
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②逗子市「緑の基本計画」（H30.3） 

記載 
概要 

・基本方針「みどりを活用する」の緑の施策「市街地内の樹林地や農地、空き地のみどり
を活用する」取組の一つに「生産緑地地区の 保全・活用策の検討」を掲げ、生産緑地地
区を市街地内の貴重な農業景観の構成要素として、所有者の意向を踏まえつつ、その継
続的な保全と、農地としての適切な維持管理を指導、農作業体験・交流の場など、多面
的な活用方策について調査・検討を推進、としている。 

 

資料：逗子市 HP「逗子市緑の基本計画」 

https://www.city.zushi.kanagawa.jp/global-image/units/160881/1-20180413141446.pdf 

③北名古屋「第 2 次北名古屋市緑の基本計画」（H31.3） 

記載 
概要 

・計画の目標水準の一つに「生産緑地地区の確保に関する目標」を設定している。 
・「農地の多面的な機能を活用し、潤いとゆとりある暮らしにつなげます」を基本方針の 1

つに掲げ、生産緑地地区についてオープンスペースとしての利活用の検討など都市と農
地が共存する魅力あるまちづくりへの取り組みを進めるほか、市民が身近に農にふれあ
える空間の充実（整備･活用･保全）に取り組む、としている。また、施策の方向の一つ
に「生産緑地により農のある景観を形成」を掲げ、生産緑地地区の指定条件の見直しを
検討し、名古屋市近接都市にあって農と共存する快適でゆとりのある居住環境を形成す
る、としている。 

 

資料：北名古屋市 HP「第 2次北名古屋市緑の基本計画」 

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/toshiseibi/0700055.php 
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６ 開発に伴う小規模公園・緑地の提供への対応 
 

（川崎市） 

川崎市では、建築行為及び開発行為における提供公園について一定の基準を満たすものについ

て緑化協力金又は提供公園のいずれかの選択ができるように制度設計を行っている。 

《制度の主旨と内容》 

・開発行為及び建築行為に伴う住民、業者との相互の理解を促進するための手続きを定める条例。

公園緑地その他の公共施設の整備等について必要な事項を定め、良好な市街地の形成に資する

ことを目的とする。 

・対象事業区域の面積が 0.3ha 以上の主として住宅の用に供する建築行為にあっては、対象事業

区域に面積の合計が対象事業区域の面積の６％以上の公園又は緑地を設けるものとし、但し書

きにおいて、規則で定める場合はこの限りではないとしている。 

・判断基準の一つとして、公園等整備指針という指針の中で対象事業区域から半径 250ｍ以内に

市の管理する公園があった場合について、緑化協力金という基金へのご協力をいただくという

条件をもって、公園を設置しなくてもよいという例外規定を規定。 

・平成 25 年 10 月から指針運用の例外条件を見直し、公園の条件として、公園の種別を街区公園、

近隣公園、地区公園という身近に使える公園のみに限定するのと、面積を 2,500 ㎡以上と、公

園の面積も併せて規定。 

資料：川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第 9条の規定に基づく公園等整備指針、 

川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第 9条の規定に基づく公園等整備指針第 4条に基づく実施細目 

http://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/cmsfiles/contents/0000008/8361/shinsisin.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事例-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例第 9条の規定に基づく公園等整備指針(抜粋) 
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