
 

公園緑地に係る新たな取組み 
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１ 公園緑地内における施設整備 

（１）設置管理許可制度（参考資料 p1） 

設置管理許可制度は、都市公園法第 5条第 1項の規定より、公園管理者の許可により、

公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設置又は管理できる制度で、飲食店、売店等

のほか、レジャー施設、水族館等が公園で整備されています。 

 

 

用途 設置、管理事例 

ドッグラン ・千葉県「柏の葉公園」（設置許可）等 

バーベキュー場 ・千葉県「柏の葉公園」（設置許可）等 

キャンプ場 ・兵庫県「赤穂海浜公園」（管理許可）等 

レジャー関連施設 ・兵庫県「赤穂海浜公園」（管理許可）等 

フットサルコート ・京都市「三栖公園」（設置許可）等 

民設民営水族館 ・京都市「梅小路公園」（設置許可）  

・神奈川県「湘南海岸公園」（PFI） 

売店 ・多数の公園で事例あり 

コンビニエンスストア ・横浜市「山下公園」（管理許可）等 

自動販売機 ・多数の公園で事例あり 

カフェ ・多数の公園で事例あり 

（大手カフェチェーンの参入事例） 

・富山県「運河環水公園」（設置許可） 

・福岡市「大濠公園」（設置許可） 

・東京都「上野恩賜公園」（管理許可）等 

レストラン ・多数の公園で事例あり 

（高級レストランの参入事例） 

・大阪市「中之島公園」（設置許可）等 

ホテル ・東京都「葛西臨海公園」、群馬県「敷島公園」等 

資料：官民連携による都市公園魅力向上ガイドライン（国土交通省、平成 26年 4月 1日現在） 

http://www.mlit.go.jp/common/001136186.pdf 

  

【設置管理許可活用事例一覧】 
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（２）公募設置管理制度（Park-PFI（P-PFI））（参考資料 p2～4） 

公募設置管理制度は、飲食店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設

の設置と、当該施設から生ずる収益を活用して、一般の公園利用者が利用できる特定公

園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する制度。公募対象公園施

設を設置し、運営しやすくするため、設置管理許可期間の特例等の緩和措置が適用され

ています。 

民間資金を活用した都市公園の整備・管理手法として、平成 29年の都市公園法の改正

に伴い新たに設けられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

（３）保育所等の占用物件への追加（特区の全国措置）（参考資料 p5～6） 

都市公園における保育所などの開設は、平成 27年の特区法改正により、国家戦略特区

では開始済みでしたが、平成 29年の都市公園の改正に伴い、全国でも保育所など社会福

祉施設（通所利用）の占用が可能となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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（参考資料 p7～8） 

市民緑地とは、「土地また人口地盤・建築物その他の工作物に設置される住民の利用に

供する緑地または緑化施設」で、住民の利用に供する緑地として都市公園と同等の機能

を果たすものと評価され、住民一人当たりの都市公園の敷地面積に含めることも可能と

されています。認定市民緑地は、企業や緑地保全・緑化推進法人（以下、みどり法人）

などの民間主体が市町村長に認定を受けた設置管理計画に基づき、設置管理するもので

す。 

平成 29年の都市公園法の改正に伴い創設され、平成 31年度までの時限措置でしたが、

みどり法人が市民緑地設置管理計画認定制度に基づき設置した市民緑地に対する税の課

税標準の特例措置は令和 3年までに緩和されました。 

《対象となる土地・契約期間》 

●都市計画区域内の 300m2以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物が対象 

●特別緑地保全地区及び緑地保全地域内の土地等も対象 

●契約期間は 5年以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民緑地認定制度の概要（国土交通省） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/seisaku_package/pdf/7-10-1.pdf 
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（２）民間事業者による公園緑地的空間の整備 

①民間事業者による自主的緑化の取組（参考資料 p9） 

東京都では、平成 18年に「都市の景観と緑に関する懇談会」を開催して、民間事業者

に緑化の呼びかけを行い、その結果民間事業者の協力により平成 27 年までに約 28ha の

新たな緑（＝自主的緑化）が創出されています。 

自主的緑化とは、以下に示す取組のこと 

    ・ 新規開発地において、条例※で定める基準を上回る緑化 

    ・ 既に開発を終えた建築敷地での新たな緑化 

    ・ 事業用地や工事現場等の低未利用な土地や空間を活用した緑化 

    ・ 都市開発諸制度の活用による基準を上回る緑化 

※「東京における自然の保護と回復に関する条例（自然保護条例）」。敷地面積 1,000㎡以上の建築を対象に、地上部

及び建築物上において一定の基準以上の緑化を義務づけている。 

【東京都の自主的緑化の実績（ha）】 

 

 

 

 

 

 

 

【東京都における民間による自主的緑化取組事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都都市整備局 HP民間事業者による自主的緑化の取組 
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http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/ryokuka/index.html 

②工場緑化（敷地外緑化）（参考資料 p10,11） 

工場等の建設にあたっては、「工場立地法」において、緑地や環境敷地を配置するよう

義務付けられていますが、こうした取組みは周辺地域の環境や景観の改善により従業者だ

けでなく地域十民への癒しの提供など、企業の社会貢献（CSR）にもつながっています。 

堺市などでは、企業が敷地内での緑

化について最大限努力することを前

提としながら、市が求める区域（ここ

では南部丘陵）について、敷地内緑地

等と同程度の効果を持つものと認め

ることとし、法が求める環境施設面積

(緑地含む)の不足分を財政的に補う

ことができる「敷地外緑地制度」を設

けている事例もみられます。 

 

資料：兵庫県 HP「工場立地法」 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr03/ie08_000000010.html 

 

【堺市敷地外緑地の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：堺市 HP「工場立地法における敷地外緑地制度（平成 26年 12月 1日より施行）」 

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/koen/hozen/satochisatoyamahozen/kigyounominasama.html 

  

【工場等の建設にあたっての基準 

（工場立地法準則）】 

＊生産施設面積率 

敷地面積の 30％-65％以下（業種による） 

＊緑地面積率 

敷地面積に対して 20％以上の緑地面積が必要 

＊環境施設面積率（緑地、グランド、企業博物館、

雨水浸透施設、太陽光発電施設等） 

・敷地面積に対して 25％以上の環境施設面積が必

要 

・環境施設の配置＝ 環境施設面積のうち、敷地面

積の 15％以上は敷地の周辺部に配置 
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３ 公園緑地の新たな管理運営手法 

（１）パークマネジメント（参考資料 p12～14） 

「パークマネジメント」とは、行政・市民・ＮＰＯ・企業が連携しながら（官民連携）、

地域で公園を管理、運営管理していく考え方です。 

地域の人にとって、公園をより身近で魅力ある空間にする仕組みとされています。 

【千葉市のパークマネジメント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

（２）エリアマネジメント（参考資料 p15,16） 

「エリアマネジメント」は、特定のエリアを単位に、都市の公共的な空間の活用によ

り、まちの質を高め民間が主体となって、まちづくりや地域経営（マネジメント）を積

極的に行う取組みです。 

公園を地域活動の場

として活用することで

にぎわいの場所となっ

ている事例や、公園の

みを対象に実施してい

る事例があります。 

 

 

 

資料：エリアマネジメントのすすめ（国土交通省土地・水資源局） 

http://www.mlit.go.jp/common/001206668.pdf 

《対象公園》 

    原則として、面積が 10,000平方メートル未満の公園 

《対象団体》 

    対象公園で活動している清掃協力団体、または、自治会等の地域組織 

《活動費用》 

    活動いただく公園面積に応じて報償費をお支払いします。 

例：公園面積 2,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満は年額 50,000円 

※既に清掃協力の報償費をお支払している団体に対しては、金額の上乗せはありません 

《活動内容》 

    ・清掃、除草、草刈、低木剪定等の公園維持管理作業 

    ・公園を活用した地域イベントや利用調整 

《全体の流れ》 

【ステップ 1】地域のみなさんと市が話しあって公園の将来像やそれぞれの役割分担を決め、計画

書としてまとめ、管理運営の協定を結びます。 

【ステップ 2】協定書と計画書に基づいて、それぞれの役割分担のもとに公園の管理運営に取り組

みます。 

【ステップ 3】年に 2回程度、団体のみなさんと市が管理運営に関する問題点や解決策を話合い、

必要に応じて計画書を修正します。 

【エリアマネジメントのイメージ】 

https://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/parkm.html
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（３）都市公園のストック再編（参考資料 p17,18） 

国土交通省では都市機能の向上等に資する都市公園のストック再編について推進する

ため、平成 27年より、社会資本整備総合交付金等に「都市公園ストック再編事業」を創

設し、施設の集約・再編を支援しているほか、平成 28年 5月に統廃合の考え方や事例等

を公表し、ホームページにて周知しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進（国土交通省） 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg2/280913/shiryou10.pdf 

 

（４）指定管理者における一括管理（参考資料 p19） 

都市公園の管理運営について、行政に代わって民間事業者や団体等が行う「指定管理

者制度」は定着していますが、近年では一定のエリア内など、複数の公園を一括で指定

管理者に管理してもらう自治体もみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg2/280913/shiryou10.pdf
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４ 公園緑地以外の場所における公園緑地的活用 

（１）道路・河川空間の活用 

平成 23年の都市再生特別措置法改正に伴い、公共空間を活用したまちづくりの可能性

が拡充され、公共空間における民間による収益活動を積極的に認めることにより、まち

の活性化及び管理の高質化等に加え、まちの活性化等の新たな公共貢献が可能となりま

した。 

 

【都市再生整備計画の位置づけの変化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市再生整備計画における各種制度の整理及び都市再生整備計画を活用した官民連携方策の検討（国土交通省） 

https://www.mlit.go.jp/common/000214888.pdf 
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①道路・街路空間の占用許可の特例（参考資料 p20～22） 

都市における道路空間利用のニーズの高まりや厳しい財政事情の中での民間資金の活

用の拡大の要請を踏まえ、道路空間のオープン化を推進するため、都市再生整備計画の区

域内において道路管理者が指定した区域に設けられるオープンカフェ、広告板、コミュニ

ティ・サイクルポート等の占用許可基準の特例制度が設けられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：官民連携まちづくりの進め方（国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進室） 

http://www.mlit.go.jp/toshi/common/001283644.pdf 

②河川空間のオープン化（参考資料 p23,24） 

河川法では、河川区域内の土地を

占用しようとする者は、河川管理者

の許可が必要とされています。 

これまで河川敷占用許可制度の

特例において、民間事業者がオープ

ンカフェやバーベキュー場等の施

設を用いて、河川敷地を占用して営

業活動を行う場合の占用許可期間

は 3 年以内でしたが、平成 28 年に

占用許可制度の特例が改正され、

「10年以内」に延長されました。 

 

 

 

 

 

 

資料：民間企業等の河川敷地占用許可期間の延長及び相談窓口「かわよろず」の開設について（国土交通省） 

河川空間のオープン化について（地域活性化のための河川敷地の占用に関する規制緩和）（国土交通省） 

http://www.mlit.go.jp/common/001133400.pdf 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shigenkentou/dai05/pdf/s02.pdf 
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（２）都市内農地の位置づけ（参考資料 p25,26） 

近年は都市農業の多様な機能として、農産物を供給する機能、防災の機能、良好な景

観の形成の機能、国土・環境の保全の機能、農作業体験・交流の場の機能、農業に対す

る理解醸成の機能等が注目されています。 

平成 27年に制定された「都市農業振興基本法」に基づく「都市農業振興基本計画」が

平成 28年に閣議決定され、都市農地を「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」

とすることが明確化されました。 

また、平成 29年の都市緑地法等の改正に伴い、緑の基本計画の緑地の定義において「農

地」を含めることとなり、生産緑地地区についても記載することが一般的となりました。

生産緑地に関して、地区面積要件の引下げ（500㎡⇒300㎡）や、地区内における建築規

制の緩和に伴い、農産物等加工施設、農産物等直売所、農家レストランの建築が可能と

なりました。 

春日井市では、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基本計画を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：生産緑地法等の改正について（国土交通省都市局） 

https://www.mlit.go.jp/common/001198169.pdf 

（３）街路樹の適正な管理（参考資料 p27） 

道路の沿道環境を改善し、良好な生活環境を創造することを目指して整備されてきた

街路樹ですが、植栽後の経過年数とともに大径木化や樹勢衰退等により、舗装を持ち上

げたり、倒伏の危険性が生じたりするなど、道路交通への支障が問題となっています。 

国土交通省では、街路樹管理者が街路樹に発生する問題等に適切に対応するため、「街

路樹再生の手引き」のとりまとめ等が行われ、街路樹の適正な維持管理に向けたマスタ

ープランの策定を進めている自治体もみられます。 

https://www.mlit.go.jp/common/001198169.pdf
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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（参考資料 p28～30） 

（１）計画記載内容について 

計画の記載内容として、下記の項目が例として示されています（以前は必要事項）。 

前回策定時と比較して、都市公園について整備だけでなく管理についても含むこと（＝

③）、また、平成 29 年都市緑地法等の改正に伴い、緑地の定義に「農地」を含めること

から生産緑地地区の緑地保全に関する事項（＝④）および、重点的に緑地を保全する「緑

地保全配慮地区」に関する事項（＝⑥）が追加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画策定にあたっての留意点 

①都市における生物多様性の確保への配慮 

・平成 23 年 10 月の都市緑地法運用指針の改正に伴い「緑の基本計画における生物多様

性の確保に関する技術的配慮事項」が平成 26年 1月に公表されました。 

・今後は、平成 28 年に公表された「都市の生物多様性指標（簡易版）」を基に都市にお

ける生物多様性保全の取組の進捗状況を把握・評価し、将来の施策立案や普及等に普

及啓発を図ることが求められていました。 

②地域固有の自然・歴史・文化的資源の活用 

・個性豊かな都市の形成に資するよう地域固有の自然的資源、歴史的・文化的資産を公

園緑地とともに共有し、承継する視点が重要です。 

③景観計画等の他分野の計画との連携 

・公園緑地の果たす多面的な役割を踏まえ、他部局の計画との連携により充実した内容

事項を盛り込んだ計画の策定が求められています。 

④支援措置の活用 

・緑の基本計画の策定に係る事業等は社会資本整備総合交付金の交付対象事業となって

います。 

 

【記載内容の事例】 

①緑地の保全及び緑化の目標 

②緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 

③地方公共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑

化の推進の方針に関する事項 

④生産緑地地区の緑地保全に関する事項 

⑤特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項 

⑥重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区（保全配慮地区）及び当該地区における

緑地の保全に関する事項 

⑦緑化地域における緑化の推進に関する事項 

⑧重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区（緑化重点地区）及び当該地区における

緑化の推進に関する事項 


