
オープンスペースの活用事例

場所／事業名 概要

安全・安心
効果

①防災性向上効果
災害発生時の避難地、防災拠点等となること
によって都市の安全性を向上させる効果

存在効果 ③防災効果
大規模地震火災時の避難地、延焼防止、爆発等
の緩衝、洪水調節、災害危険地の保護等

１⑵② 防災、減災
　　　　（防災や減災の備え）

防災・減災
①葛西臨海公園
　（東京都江戸川区）

・小学生以上（30名）を対象に１泊２日の「防災キャンプ」を開催
・園内防災施設体験ツアーやテントの組み立て、火起こしなどを体験

事務局

②環境衛生効果
ヒートアイランドの緩和等都市の気温の調節、騒
音・振動の吸収、防風、防塵、大気汚染防止、省エ
ネルギー効果等

⑥自然環境保全効果

⑦生物の生息環境保全効果

②足立区営の都市公園
　（東京都足立区）

・スポーツ部署が主体となり、公園や広場など区内32個所で展開
・指導員を配置し、主に高齢者を対象とした健康体力づくり事業を実施

赤澤委員

③とほ活
　（富山県富山市）

・歩くライフスタイル（健康増進、まちの活気、社会保障費の削減）を
　推進するため、歩くことなどで獲得できるポイントを導入

山下委員

④Schuylkill River Trail
　（ﾍﾟﾝｼﾙﾍﾞﾆｱ州ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ）

・エリア毎に各構成員（地元企業・団体など）が管理運営を分担
・総延長193kmのトレイルは、散策やランニング、サイクリングなどで利用

赤澤委員

⑤Brockwell Park
　（ロンドン）

・多様なスポーツ施設のうちの一つとしてBMX場を整備
・BMX場では、有資格者のコーチが利用者へのコーチングを提供

赤澤委員

①都市形態規制効果
無秩序な市街地の連坦の防止等都市の発展形態
の規制・誘導

④心理的効果
緑による心理的安定効果、美しく潤いのある都市
景観、郷土に対する愛着意識の涵養

⑤文化伝承効果 地域の文化を伝承、発信する効果 利用効果
④教養、文化活動等様々な
　余暇活動の場

⑥国営明石海峡公園 神戸地区
　あいな里山公園（兵庫県神戸市）

・里地里山文化の体験を提供
・里山作業を体験すると、園内収穫物（少量）の持ち帰り特典あり

赤澤委員

④教養、文化活動等様々な
　余暇活動の場（再掲）

⑦Forest Park
　（ミズーリ州セントルイス）

・ローカルプラント（地域に自生する植物種であり、地域産の種子や苗から
　育てたもの）のみで遊歩道と自転車道を整備

赤澤委員

⑧千秋が原南公園
　（新潟県長岡市）

・園内に全天候型屋根付き施設（子育て駅千秋）を整備
・施設内では、こども部局が一時保育や交流イベントを実施

赤澤委員

⑨Missouri Botanical Garden
　（ミズーリ州セントルイス）

・植物園内にこども向けの施設を有する
・体験を通じて自然と触れ合い、学ぶ機会を提供

赤澤委員

⑦コミュニティ形成効果
地域のコミュニティ活動の拠点となる場、市民
参画の場を提供する効果

利用効果
⑤地域のコミュニティ活動、
　参加活動の場

１⑵① 生活における意識等の変化
　　　　　（コミュニティの醸成）

コミュニティ
⑩キャンピングオフィス
　（神奈川県横浜市）

・エリアマネジメント活動を対象とした助成を受けながら実証実験を実施
・公園などを活用し、アウトドア会議の体験を提供

事務局

⑪豊田市駅周辺広場
　（愛知県豊田市）

・９箇所の広場で実証実験を行い、広場の使い手を発掘
・ペデストリアンデッキでは、飲食物提供などを行う事業者を公募し事業展開

山下委員

⑫Klyde Warren Park
　（テキサス州ダラス）

・無料プログラムの実施やキッチンカーの日替わり出店などで賑わいを創出
・公園を24時間ライトアップさせることで地域の安全性向上に貢献

赤澤委員

⑬St.Jame's Park
　（ロンドン）

・園内の大きな湖の傍に、湖と噴水を眺めることができるカフェを設置
・カフェの屋上と入口付近のテラス席は無料で自由に利用できる

赤澤委員

⑭ドライブインシアター
　（岐阜県ほか）

・公園を活用し、自家用車（定員４名）の中から映画を鑑賞
・飲食サービスは、LINE公式アカウントを活用した「デリバリーキッチン」

事務局

⑮みなとのもり公園
　（兵庫県神戸市）

・花やみどり、ニュースポーツなど様々な市民による運営委員会を組織
・スポーツ広場の利用ルール作りなど、行政と協力して実施

赤澤委員

⑯武蔵国分寺公園
　（東京都国分寺市）

・事業者がパークコーディネーターや防災コーディネーターなどを配置
・一部公園の園内にバッタランドを設け、粗放管理を実施

赤澤委員

⑰西東京市営公園
　（東京都西東京市）

・１の事業者が市内の大小53公園を一括で管理運営
・公募条件で市民協働のノウハウを持った人員の配置を義務化

赤澤委員

⑱Marunouchi Street Park
　（東京都千代田区）

・エリアマネジメント活動で道路空間を長時間車両通行止めし公園化
・天然芝を敷設しピアノなどを設置、オープンエアオフィスなども提供

足立委員

提供事例

生活の質の
向上

②環境維持・改善効果
生物多様性の確保、ヒートアイランドの解消等
の都市環境の改善をもたらす効果

存在効果

③健康・レクリエーション
　空間提供効果

健康/
スポーツ

③競技スポーツ、
　健康運動の場

都市公園のストック効果（国土交通省） 公園緑地マニュアル（(一社)日本公園緑地協会） 都市公園を取り巻く状況 カテゴリー

健康運動、レクリエーションの場となり心身の健
康増進等をもたらす効果

利用効果

①休養・休息の場

１⑵① 高齢化
　　　　　（健康寿命の延伸）

１⑵③ 生活における意識等の変化
　　　　　（生活の質の向上）

④景観形成効果
季節感を享受できる景観の提供、良好な街並
みの形成効果

存在効果

１⑵③ 生活における意識等の変化
　　　　　（生活の質の向上）

文化/教育

⑥子育て、教育効果 子どもの健全な育成の場を提供する効果 利用効果

②子供の健全な育成の場

生産拡大効果

⑧観光振興効果
観光客の誘致等により地域の賑わい創出、活
性化をもたらす効果

存在効果 ⑤経済的効果

⑨経済活性化効果
企業立地の促進、雇用の創出等により経済を
活性化させる効果

１⑶ 大阪市営公園の状況
　　　　（老朽化、予算減少など）

マネジメント

１⑵① 少子化
　　　　　（子育て支援）

子育て

緑の存在による周辺地区への地価上昇等の経済
効果、地域の文化・歴史資産と一体となった緑地に
よる観光資源等への付加価値

にぎわい

資料５
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① 葛西臨海公園（東京都江戸川区） 

キーワード 防災・減災 

運営・実施主体 (公財)東京都公園協会 

 

事業概要  災害時に避難場所や、救出、救助のための活動拠点となる防災公園の葛西臨

海公園において、防災公園の施設と役割を知っていただくことを目的に小学

生以上の方を対象に「防災キャンプ」を開催 

 定員は小学生以上の方 30名（保護者の人数を含む）、参加費は 1人 500円 

【内容】 

・園内防災施設体験ツアー 

・テントを組み立てて野営しよう！ 

・火起こし 

・防災ワークショップ（AED 訓練等） ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照 (公財)東京都公園協会 HP 

https://www.tokyo-park.or.jp/announcement/026/detail/44375.html 

 

  

防災・減災 

https://www.tokyo-park.or.jp/announcement/026/detail/44375.html


2 

 

② 足立区営の都市公園（東京都足立区） 

キーワード 健康 

運営・実施主体 足立区 地域のちから推進部スポーツ振興課振興係 

注）花畑公園ほか 31公園 

事業概要  主に高齢者を対象（区内在住・在勤・在学でおおむね 65 歳以上の方）に、公

園や広場などを利用して、気軽に楽しみながら健康体力づくりができる事業

を提供 

 参加人数は各会場 30名程度 

 指導員（足立区公認スポーツ指導員、総合型地域クラブ委員、指定管理者専

任指導員、民間団体など）からのアドバイスを受けながら、自主的に運動を

することで、いきいきとした生活が送れるよう支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照 足立区役所 HP 

https://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/fukushi-kenko/kenko/kenkozukuri-park.html 

 

  

健康/スポーツ 

https://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/fukushi-kenko/kenko/kenkozukuri-park.html
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③ とほ活（富山県富山市） 

キーワード 健康、にぎわい 

運営・実施主体 富山市活力都市創造部活力都市推進課 

事業概要  「歩くこと」に着目した関連施策を包括的・全庁的につなぐアクションプラ

ンとして「歩くライフスタイル戦略」を策定、「とほ活」は歩くライフスタイ

ルを啓発するキャッチコピー 

 歩くこと、公共交通の利用、イベントに参加することで獲得できる“とほ活

ポイント”を導入 

① スマートフォンアプリ「とほ活」をインストールすることでポイントを貯

めることができる 

a.歩数に応じてポイント獲得 

b.公共交通を利用する際、駅や車内でポイント獲得 

c.市内で行われる様々なイベントに参加することでポイント獲得 

② 貯めたポイントを使って賞品への応募(18 歳以上の富山市民と 18 歳以上

で富山市内に通勤・通学している市外在住者が対象)ができる 

 とほ活を後押しする取組み 

健康：健康教育事業／歩こう！富山市民運動など 

スポーツ：四季のウオーク／歴史探訪ウオークなど 

まち：トランジットモール社会実験／とやまレールライフプロジェクト 

など 

 

 

 

 

 

 

 

参照 とほ活 HP https://tohokatsu.city.toyama.lg.jp/point/ 

富山市歩くライフスタイル戦略 

http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/19384/1/toyamacityswalkinglifestyle.pdf 

 

  

https://tohokatsu.city.toyama.lg.jp/point/
http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/19384/1/toyamacityswalkinglifestyle.pdf
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④ Schuylkill River Trail（ペンシルベニア州フィラデルフィア） 

キーワード 健康 

運営・実施主体 Schuylkill River Trail Partners（地元の企業・団体などから構成） 

事業概要  Schuylkill Riverに沿った総延長約 193kmのトレイル（遊歩道） 

 自然や歴史資源が豊富な国営公園（Valley Forge National Historical Park）

や都市景観などを眺めながら、散策やランニング、サイクリングなどを楽し

むことができる 

 各構成員がエリアを分担し、管理運営を行っている 

 2015年には Best Urban Trail in USAとして選出された 

 

 

 

 

 

 

 

参照 The Schuylkill River Greenways National & State Heritage Area の HP 

https://schuylkillriver.org/schuylkill-river-trail/ 

フィラデルフィア観光 HP 

https://www.visitphilly.com/things-to-do/attractions/schuylkill-river-trail/ 

 

  

https://schuylkillriver.org/schuylkill-river-trail/
https://www.visitphilly.com/things-to-do/attractions/schuylkill-river-trail/
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⑤ Brockwell Park（ロンドン） 

キーワード スポーツ 

運営・実施主体 ランベス区、Brockwell Park Community Partners（35の団体から構成されてい

る） 

事業概要  ランベス区の公園群（Lambeth Parks）の一つであり、池やフラワーガーデン、

時計塔などの歴史的建造物、スポーツ施設、カフェなどを有する 

 開園時間は午前７時 30分から日没の 15分前まで 

 BMX 場（無料・予約不要）がある 

 Brockwell Park Community Partners の構成員である The Brixton BMX Club

は、サイクリング資格を持つコーチと協力しながら、利用者へのコーチング

を提供している 

 

 

 

 

 

 

 

参照 Brockwell Park の HP（スポーツ施設） 

https://brockwellparkcommunitypartners.org.uk/sports-facilities/ 

 

  

https://brockwellparkcommunitypartners.org.uk/sports-facilities/
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⑥ 国営明石海峡公園 神戸地区 あいな里山公園（兵庫県神戸市） 

キーワード 文化、教育 

運営・実施主体 国営明石海峡公園管理兵庫県・神戸市公園協会グループ共同体 

事業概要  平成 28 年５月に棚田ゾーン、森のゾーン、水と緑のゾーンの各一部 41.3ha

を開園し、平成 29年７月現在は計画面積の約 18％となる 43.0haを開園 

 コンセプトは『里地里山文化公園』、地域の里地里山の景観を保全再生し、大

都市近郊で誰もが気軽に里地里山文化を体験できる公園 

 園内で畑や田んぼの草取りや野菜苗の植付けなどの里山作業※を体験する

と、お土産として少量を持って帰ることが可能、なお、普段は収穫物の販売

は行っていないが、園内で収穫した野菜や果物は４大まつりやイベント時に

販売することがある 

※ 里山作業は、畑の草引、種まき、苗植え、田植え、稲刈り、野草茶づく

り、干し柿づくりなど日々の里山作業を体験 

 

 

 

 

 

 

 

参照 あいな里山公園 HP 

https://kobe-kaikyopark.jp/ 

 

  

文化/教育 

https://kobe-kaikyopark.jp/
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⑦ Forest Park（ミズーリ州セントルイス） 

キーワード 教育、環境保全 

運営・実施主体 所有：セントルイス市 

管理運営：セントルイス市、Forest Park Forever（非営利団体） 

事業概要  1876 年に開設された約 1,300 エーカー（＝約 526ha）の都市公園であり、博

物館や動物園などの施設を有する 

 ローカルプラント（地域に自生する植物種であり、地域産の種子や苗から育

てたもの）のみで遊歩道と自転車道を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照 Forest Park の HP 

https://www.forestparkforever.org/ 

 

  

https://www.forestparkforever.org/
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⑧ 千秋が原南公園（新潟県長岡市） 

キーワード 子育て 

運営・実施主体 新潟県長岡市子ども・子育て課 

千秋が原南公園 子育て駅千秋（愛称：てくてく） 

事業概要  冬季の子どもの遊び場を確保するために策定した「こども王国基本構想」に

基づき、都市公園の整備と合わせ園内に全天候型屋根付き施設「子育て駅千

秋」を整備し、2009 年 5 月に開設（公園面積は 20,476 ㎡、子育て駅の施設

面積は 1,280㎡（6.2％）） 

 施設は〇△□を模したゾーンに分かれており、〇には交流サロンが、△には

授乳室や情報コーナー、絵本コーナー、遊びの場、赤ちゃんコーナーが、□

には運動広場（遊具あり）があり、また施設内には一時保育施設も整備 

 施設では、次のような子育て支援事業を実施 

 一時保育の実施（せんしゅう保育園） 

生後 6か月から就学前の長岡市に住所を有する子どもが対象 

利用料金は 150円/30分、最長 8時間利用可 

 家庭児童相談員や栄養士などによる子育て相談・講座の開催 

 交流イベントの実施 

母子保健推進員とおしゃべりを楽しむ“ママのカフェ”や、子育ての駅

サポーターと一緒に絵本の読みきかせやミニコンサートなどで遊ぶイ

ベント等を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照 長岡市役所 HP 

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/cate99/tekuteku/index.html 

 

  

子育て 

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/cate99/tekuteku/index.html
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⑨ Missouri Botanical Garden（ミズーリ州セントルイス） 

キーワード 子育て、にぎわい 

運営・実施主体 Missouri Botanical Garden 

事業概要  1859年に開園し、国の歴史遺産として指定されている植物園であり、子ども

向けの施設（Doris I. Schnuck Children's Garden）を有する 

 アスレチックやウォータスライダーなどの遊戯施設のほか、自然体験施設な

どもあり、体験を通じて自然と触れ合い、学ぶことができる 

 ３～12歳の子どもは基本的に有料だが、Garden Memberやセントルイス市民

等の場合は割引や免除（曜日・時間帯限定）が適用される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照 Doris I. Schnuck Children's Garden の HP 

https://discover.missouribotanicalgarden.org/ChildrensGarden-B 

Missouri Botanical Gardenの HP 

https://www.missouribotanicalgarden.org/learn-discover/youth-families/just-for-

kids/visit-us/doris-i.-schnuck-childrens-garden.aspx 

 

  

https://discover.missouribotanicalgarden.org/ChildrensGarden-B
https://www.missouribotanicalgarden.org/learn-discover/youth-families/just-for-kids/visit-us/doris-i.-schnuck-childrens-garden.aspx
https://www.missouribotanicalgarden.org/learn-discover/youth-families/just-for-kids/visit-us/doris-i.-schnuck-childrens-garden.aspx
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⑩ キャンピングオフィス（神奈川県横浜市） 

キーワード コミュニティ 

運営・実施主体 NPO法人ハマのトウダイ 

事業概要 【ハマのパークキャラバン 2017（グランモール公園）】 

 「みなとみらい 21 エリアマネジメント活動助成事業」の助成を受け、2017

年６月に３日間の実証実験を実施 

 アウトドア用品メーカー（(株)スノーピークビジネスソリューションズ）と

協力し、アウトドア会議室を設置 

 みなとみらいで活動する 13の企業・団体、総勢 61名が参加し、アウトドア

会議を体験した 

 

【キャンピングオフィスと試合観戦（新横浜公園）】 

 日産スタジアムなどとの共同事業として、2018年 10月に１日限定で実施 

 アウトドア会議を行った後、仕事終わりにそのまま日産スタジアムでの試合

観戦を促す取組 

 

 

 

 

 

 

参照 NPO法人ハマのトウダイ HP 

http://www.hamanotoudai.com/archive/detail/152 

http://www.hamanotoudai.com/archive/detail/147 

みなとみらい 21エリアマネジメント活動助成事業 提案書 

https://www.ymm21.jp/upload/5%20teian_hamanotoudai.pdf 

横浜 F・マリノス HP 

https://www.f-marinos.com/news/detail?id=5128 

 

  

コミュニティ 

http://www.hamanotoudai.com/archive/detail/152
http://www.hamanotoudai.com/archive/detail/147
https://www.ymm21.jp/upload/5%20teian_hamanotoudai.pdf
https://www.f-marinos.com/news/detail?id=5128
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⑪ 豊田市駅周辺広場（愛知県豊田市） 

キーワード にぎわい 

運営・実施主体 活用：あそべるとよた推進協議会（官民の管理者などから構成） 

整備：豊田市 

事業概要  2015年以降、９箇所（行政管理：５箇所、民間管理：４箇所）の広場で実証実

験を継続的に実施し、広場の使い手を広く募集 

 ペデストリアンデッキでは、飲食物販売等を担う事業者を公募し、事業を実施

している（事業期間は１年間で、毎年度新たな事業者を公募） 

【事業者の業務内容】 

・休憩・飲食機能の提供   ・質の高い空間づくり 

・清掃などの広場日常管理  ・イベントの誘致・企業協賛の獲得 

・各種イベント・市民・企業プログラムの現場調査 

 新豊田駅東口駅前広場は、ワークショップや実証実験（2016 年～2018 年）を

経て、2019年にリニューアルオープン（愛称：新とよパーク） 

【特徴】 

・ハーフメイドの理念に基づき、実際の利用を踏まえてハード・ソフトとも

に成長させていく 

・ボール遊びやスケートボード、火の使用等が可能（占用使用する場合は申

請と使用料納付が必要） 

 

 

 

 

 

 

 

参照 豊田市都心地区空間デザイン基本計画 

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/machizukuri/1021024/index.html 

あそべるとよたプロジェクト HP 

https://asoberutoyota.com/ 

豊田市 HP 

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisetsu/sports/kouen/1031163/index.html 

まちかつ HP 

https://machi.smrj.go.jp/machi/public/example/160826toyota.html 

全国まちなか広場研究会 HP 

http://machinakahiroba.main.jp/2020/03/23/%E6%96%B0%E3%81%A8%E3%82%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF/ 

にぎわい 

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/machizukuri/1021024/index.html
https://asoberutoyota.com/
https://www.city.toyota.aichi.jp/shisetsu/sports/kouen/1031163/index.html
https://machi.smrj.go.jp/machi/public/example/160826toyota.html
http://machinakahiroba.main.jp/2020/03/23/%E6%96%B0%E3%81%A8%E3%82%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF/
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⑫ Klyde Warren Park（テキサス州ダラス） 

キーワード にぎわい、マネジメント 

運営・実施主体 所有：ダラス市 

管理運営：Woodall Rodgers Park Foundation（非営利の民間団体） 

事業概要  2012年のオープン以降、毎年 100万人以上が来園している公園 

 営業時間は午前６時から午後６時だが、24時間ライトアップされている。ま

た、常勤の監視員が昼夜にわたり巡視を行っており、地域の安全性の向上に

も寄与している 

 無料のプログラム（ヨガ・野外コンサート・映画など）を提供 

 様々なキッチンカーが日替わりで出店している 

 無料の Wi-fiを完備 

 管理運営費として年間 520 万ドルが必要だが、行政からの資金提供は無く、

寄付などにより成り立っている 

 各種プログラムにはスポンサーという形で出資することができる 

 プログラムなどのサポーターとしてボランティアも活躍している 

 

 

 

 

 

 

 

参照 Klyde Warren Parkの HP 

https://www.klydewarrenpark.org/ 

 

  

https://www.klydewarrenpark.org/
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⑬ St. Jame’s Park（ロンドン） 

キーワード にぎわい、公共性 

運営・実施主体 所有：国王（デジタル、文化、メディア、スポーツの国務大臣） 

管理運営：The Royal Parks（慈善団体） 

事業概要  ロンドンの中心部に位置する公園であり、バッキンガム宮殿に隣接している 

 園内には大きな湖があり、またその湖に近接してカフェ（St. Jame’s Café）

がある 

 カフェの屋上と入口付近のテラス席は無料で自由に利用でき、湖と噴水を眺

めることができる 

 

 

 

 

 

 

 

参照 St. Jame’s Park の HP 

https://www.royalparks.org.uk/parks/st-jamess-park/food-and-drink/st-jamess-park-cafe 

 

  

https://www.royalparks.org.uk/parks/st-jamess-park/food-and-drink/st-jamess-park-cafe
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⑭ ドライブインシアター（岐阜県） 

キーワード にぎわい、withコロナ 

運営・実施主体 岐阜新聞社、岐阜県 

事業概要  コロナ禍におけるエンターテインメントとして、2020年８月に河川環境楽園

（各務原市）で実施 

 駐車場に設置したスクリーンで映画を上映し、自家用車の中から映画鑑賞を

楽しむことができるようにした 

 音声は自家用車に搭載されている FM ラジオの周波数を合わせて楽しむ（騒

音が発生しない） 

 定員は１作品 74台で１台４人まで乗車可能 

 LINEアカウントを利用して車内で食べ物を注文し、店員が車まで届ける「デ

リバリーキッチン」を採用した 

 養老公園（養老郡）や花フェスタ記念公園（可児市）でも開催予定 

 

 

 

参照 岐阜新聞 

https://www.gifu-np.co.jp/feature/info/20200715-255631_9.html 

オアシスパーク facebook 

https://www.facebook.com/oasispark.co.jp/?ref=nf&hc_ref=ARQUAOG9TlsAMY 

養老公園 

https://www.yoro-park.com/?event=gifu-drive-in-theater-week-

in-%e9%a4%8a%e8%80%81%e5%85%ac%e5%9c%92 

 

  

https://www.gifu-np.co.jp/feature/info/20200715-255631_9.html
https://www.facebook.com/oasispark.co.jp/?ref=nf&hc_ref=ARQUAOG9TlsAMY
https://www.yoro-park.com/?event=gifu-drive-in-theater-week-in-%e9%a4%8a%e8%80%81%e5%85%ac%e5%9c%92
https://www.yoro-park.com/?event=gifu-drive-in-theater-week-in-%e9%a4%8a%e8%80%81%e5%85%ac%e5%9c%92
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⑮ みなとのもり公園（兵庫県神戸市） 

キーワード マネジメント、スポーツ 

運営・実施主体 神戸市 

みなとのもり公園運営会議 

手法  復興の記念事業および防災公園として整備され、震災から 15 年後の 2010年

1月 17日に開園、公園面積は 5.6ha 

 市民参加のワークショップを通して、当初、駐車場になる予定であった高架

下のスペースをニュースポーツ広場に変更 

 スポーツ広場の計画にあたり、当初から各種スポーツ愛好家が参加し、スポ

ーツ広場の利用上の意見や要望を取りまとめ計画や運営に反映 

 若者を含めた市民の活気を取り入れて、花やみどり、ニュースポーツなど様々

な活動に参加する市民が立ち上げた運営委員会（みなとのもり公園運営会議）

が、公園の利用ルールの作成や清掃など管理運営を行政とも協力して実施 

 スポーツ広場は自由に利用可能（24 時まで）、ただし大会など占有的に使用

する場合は神戸市の許可が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照 神戸市 HP 

https://www.city.kobe.lg.jp/a53501/kurashi/machizukuri/park/intoro/about.html 

みなとのもり公園 HP 

http://www.eonet.ne.jp/~sya-oooo-rin/minamori/index.html 

 

  

マネジメント 

https://www.city.kobe.lg.jp/a53501/kurashi/machizukuri/park/intoro/about.html
http://www.eonet.ne.jp/~sya-oooo-rin/minamori/index.html
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⑯ 武蔵国分寺公園（東京都国分寺市） 

キーワード マネジメント、コミュニティ、環境保全 

運営・実施主体 指定管理者：西武・武蔵野パートナーズ 

西武造園㈱／ミズノスポーツサービス㈱／ 

NPO法人 NPO birth／(一社)防災教育普及協会 

指定期間：H28年度～R4年度（７年間） 

注）都立６公園（野川公園、武蔵野公園、浅間山公園、武蔵国分寺公園、六仙公

園、東伏見公園）と 2緑道（玉川上水緑道、狭山・境緑道）を一体的に管理

運営 

事業概要  １の管理運営事業者が複数公園を一括で管理運営 

 指定管理者は、部署別に次の業務を行う職員を配置 

 各種ボランティア活動や、産官学民など多様な主体による懇談会・企画会

議のコーディネート、イベントや講座などの企画実施、地域の様々な団体

との蓮件促進を行う”パークコーディネーター” 

 自然環境調査とその保全、環境学習・展示など自然情報の提供、安全確認

と利用指導等の業務を行う“パークレンジャー” 

 健康や運動に関して適切な指導、アドバイス、各種スポーツ教室（テニス、

ランニング等）を企画実施する“スポーツコーディネーター” 

 防災・安全に関する地域連携の促進、防災学習・訓練の実施、防災関連資

料の作成を行う”防災・安全コーディネーター” 

 意見情報を把握し、PDCA サイクルを回すことで継続的な改善案の提案や

利用者サービスを掘り起し、公園管理に反映する”PDCA スタッフ” 

 武蔵国分寺公園では、園内の一部に粗放管理によるバッタランドを設け、パ

ークレンジャーによる体験プログラムを実施、2017年には六仙公園にも拡大 

 

 

 

 

 

 

 

参照 武蔵野都立公園 HP 

https://musashinoparks.com/ 

 

  

https://musashinoparks.com/
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⑰ 西東京市営公園（東京都西東京市） 

キーワード マネジメント 

運営・実施

主体 

指定管理者：西東京の公園・西武パートナーズ 

西武造園株式会社／NPO法人 NPO birth／株式会社尾林造園 

指定期間：H28年度～R２年度（５年間） 

注）西東京いこいの森公園及び周辺の市立公園 

事業概要  １の管理運営事業者が複数公園を一括で管理運営 

 指定管理導入において市民協働を積極的に推進するため、市民協働のノウハウを

持った人員「市民協働担当者」を配置し、市民や市民ボランティア等との協働に

よる公園管理を積極的に推進することを指定管理者募集要項に記載 

参照 西東京市 HP 

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/shiteikanrisha/shiteikanrishaseido.html 

いこいの森公園及び周辺の市立公園 HP 

http://nishitokyoparks.com/ikoinomori/ 

 

  

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/shiteikanrisha/shiteikanrishaseido.html
http://nishitokyoparks.com/ikoinomori/
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⑱ Marunouchi Street Park（東京都千代田区） 

キーワード マネジメント、にぎわい 

運営・実施主体 Marunouchi Street Park 

NPO 法人 大丸有エリアマネジメント協会／(一社)大手前・丸の内・有楽町ち

くまちづくり協議会／三菱地所㈱ 

事業概要  大丸有地区（大手前・丸の内・有楽町）のエリアマネジメント活動の一環と

して道路空間を活用した賑わいづくり 

 第 1回は、欧米・アジア諸国のまちづくり団体が一堂に会する“World Towns 

Leadership 2019”の開催に合わせ、令和元年 5月 14日～18日の 5日間、道

路空間を長時間車両の通行止めにして公園化 

天然芝を幅 7m、長さ約 100ｍにわたって敷き、テーブルやイスのほかピアノ

やブランコ等を設置し、みどり豊かな空間を創出 

 第 2 回は、令和 2 年 7 月 27 日～9 月 6 日にかけて開催、車両は 24 時間車両

交通規制を実施 

新型コロナウイルスの影響を考慮し、密集・密閉・密接を避ける新しいライ

フスタイルを提供すべく、「そうだ！ストリートに出よう！」をテーマに３つ

のコンセプトにブロック分けし、開放的な道路空間を提供 

① Urban Terrace+（アーバンテラスプラス） 

通常行っている「Urban Terrace」（平日 11～15時、土日祝 11～17時）

の時間帯を拡大し、24 時間道路空間を歩行者に開放、食事やカフェを

楽しむことができるほか、夜はキャンドルライトなどで空間を演出 

② Cozy Green Park（コージーグリーンパーク） 

天然芝を敷き緑豊かな公園を創出、ソーシャルディスタンスを保ちな

がら座れるベンチやテーブルなどを設置 

③ Open Air Office（オープンエアオフィス） 

パラソル等を設置し、フリーWi-Fiや電源環境も整えて新たなワークプ

レイスの場を提供 

 

 

 

 

 

 

 

参照 Marunouchi Street Park 2020 プレスリリース 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000016002.html 

 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000016002.html

