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事例の収集・分類

本書におけるオープンスペースの活用事例は、「大公園の魅力向上に向けたあり方検討懇談会」の委員の皆様にご協力いただきながら収集しました。事例の整理に当たっ
ては、都市公園のストック効果（出典：都市公園のストック効果向上に向けた手引き）や、「都市公園を取り巻く状況」（基本方針Ｐ２～５）において記載している都市公
園に求められる役割などを踏まえ、次のとおり分類しました。

オープンスペースの活用事例 参考

分類 事例 ページ 都市公園のストック効果 都市公園に求められる役割など

防災・減災
葛西臨海公園（東京都江戸川区） ２

防災性向上効果 防災・減災
別所沼公園（埼玉県さいたま市） ２

環境・景観
尼崎の森中央緑地（兵庫県尼崎市） ３ 環境維持・改善効果

景観形成効果
都市環境の改善

Forest Park（ミズーリ州セントルイス） ３

健康・スポーツ

パークで筋トレ（東京都足立区） ４

健康・レクリエーション
空間提供効果

健康寿命の延伸
とほ活（富山県富山市） ４

Schuylkill River Trail（ペンシルベニア州フィラデルフィア） ５

Brockwell Park（ロンドン） ５

文化・教育 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） ６
文化伝承効果

生活の質の向上

子育て、教育効果
子育て

千秋が原南公園（新潟県長岡市） ６

子育て支援観音山ファミリーパーク（群馬県高崎市） ７

Missouri Botanical Garden（ミズーリ州セントルイス） ７

コミュニティ
舟橋村園むすびプロジェクト（富山県舟橋村） ８

コミュニティ形成効果 コミュニティの醸成・形成
キャンピングオフィス（神奈川県横浜市） ８

にぎわい

豊田市駅周辺広場（愛知県豊田市） ９

観光振興効果
経済活性化効果

-
ドライブインシアター（岐阜県各務原市ほか） ９

Klyde Warren Park（テキサス州ダラス） 10

St. Jame’s Park（ロンドン） 10

マネジメント

みなとのもり公園（兵庫県神戸市） 11

-
既存ストックの磨き上げ・活用

効率的・効果的な維持管理
公園の担い手の発掘・育成

武蔵野の都立公園（東京都国分寺市） 11

西東京市立公園（東京都西東京市） 12

Marunouchi Street Park（東京都千代田区） 12
１



防災・減災

２

葛西臨海公園（東京都江戸川区）

キーワード 防災・減災、文化・教育、コミュニティ

公園の概要

■面積 ：777,197㎡

■公園管理者：（公財）東京都公園緑地協会

■主な施設 ：東京都葛西臨海水族園、観覧車、
鳥類園ウォッチングセンター、バーベキュー広場、
売店・レストラン など

取組の主な主体 公園管理者

取組内容など

■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
以上を対象とした「防災キャンプ」を実施

■内容：① 園内防災施設体験ツアー、
② テントを組み立てて野営しよう！
③ 火起こし
④ 防災ワークショップ（AED訓練など） ほか

出典

■（公財）東京都公園協会ホームページ
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index026.html

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

https://www.tokyo-park.or.jp/special/bousai/detail-post-1139.html

別所沼公園（埼玉県さいたま市）

キーワード 防災・減災、文化・教育、にぎわい

公園の概要

■面積 ：79,000㎡

■公園管理者：（公財）さいたま市公園緑地協会

■主な施設 ：別所沼、弁天島、別所沼会館、屋根付き広場、
トリムコース など

取組の主な主体 主催：浦和防災連合、後援：さいたま市南区

取組内容など

■「誰でも気軽に楽しく真面目に防災に取り組むきっかけづくり」
を目的に、「防災ピクニック」を開催

■防災啓発のためのショップ（飲食・雑貨など）や展示・講座など
のブースを出展

出典

■（公財）さいたま市公園緑地協会ホームページ
https://www.sgp.or.jp/bessyonuma

■浦和防災連合ホームページ
https://granewdesign.wixsite.com/bousaipicnic

https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index026.html
https://www.tokyo-park.or.jp/announcement/026/detail/44375.html
https://www.tokyo-park.or.jp/special/bousai/detail-post-1139.html
https://www.sgp.or.jp/bessyonuma
https://granewdesign.wixsite.com/bousaipicnic


環境・景観

３

尼崎の森中央緑地（兵庫県尼崎市）

キーワード 環境・景観、文化・教育、コミュニティ

公園の概要

■面積 ：約291,000㎡

■公園管理者：兵協・尼協・阪神共同体（指定管理者）

■主な施設 ：パークセンター、大芝生広場、はじまりの森、
森づくりエリア、ゐなの花野、
尼崎スポーツの森 など

取組の主な主体 公園管理者、市民

取組内容など

■地域住民の参画と連携により、工場跡地に公園を整備

■地元流域などから採取した種子から育てた地域性の苗木を植樹し
森を形成

■森づくりを行う定例活動のほか、自然体験プログラムなども実施
しており、環境教育の場としても活用されている

出典

■兵協・尼協・阪神共同体ホームページ
http://www.hyogo-park.or.jp/amagasaki/

■国土交通省ホームページ（都市公園のストック効果事例）
https://www.mlit.go.jp/common/001134960.pdf

Forest Park（ミズーリ州セントルイス）

キーワード 環境・景観

公園の概要

■面積 ：約1,300エーカー（約526万㎡）

■公園管理者：行政（セントルイスなど）、Forest Park Forever

■主な施設 ：美術館、博物館、科学センター、野外劇場、
動物園、レストラン など

取組の主な主体 公園管理者

取組内容など

■園内の各所に自然保護区を設定し、自然環境を保全

■遊歩道と自転車道は、ローカルプラント（地域産の種子や苗から
育てた自生種）により整備

出典
■Forest Park Foreverホームページ

https://www.forestparkforever.org/

http://www.hyogo-park.or.jp/amagasaki/
https://www.mlit.go.jp/common/001134960.pdf
https://www.forestparkforever.org/


健康・スポーツ ①

４

パークで筋トレ（東京都足立区）

キーワード 健康・スポーツ、コミュニティ

取組の主な主体 行政（足立区）

取組内容など

■主に高齢者を対象に、気軽に楽しみながら健康体力づくりが
できる「パークで筋トレ」を足立区営の32公園で展開

■参加費は無料で、筋トレのほか、ウォーキング、コーディネー
ション運動、ストレッチ、健康器具を使用した運動、運動相談
などを実施

■足立区公認スポーツ指導員や総合型地域クラブ委員、指定管理者
専任指導員、民間団体などが指導を担当

出典
■足立区ホームページ

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

とほ活（富山県富山市）

キーワード 健康・スポーツ、コミュニティ、にぎわい

取組の主な主体 行政（富山市）

取組内容など

■「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」を策定し、歩く
ライフスタイルを啓発するキャッチコピーと
して「とほ活」を掲げている

■専用のスマートフォンアプリを活用し、歩く
こと、公共交通の利用、イベント参加により
ポイントを獲得できる取組を実施

■ポイントを貯めることで、様々な商品の抽選
に応募することができる

出典

■富山市ホームページ
http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/19384/1/toyamacity
swalkinglifestyle.pdf
https://tohokatsu.city.toyama.lg.jp/

https://www.city.adachi.tokyo.jp/sports/fukushi-kenko/kenko/kenkozukuri-park.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/19384/1/toyamacityswalkinglifestyle.pdf
https://tohokatsu.city.toyama.lg.jp/


健康・スポーツ ②

５

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・スポーツ

施設の概要
■総延長：約193km

■管理者：Schuylkill River Trail Partners

取組の主な主体 施設管理者

取組内容など

■Schuylkill Riverに沿って整備された遊歩道を、管理者団体の
各構成員がエリアを分担し管理運営

■都市景観や国営公園（Valley Forge National Historical 
Park）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場として利用されている

出典

■The Schuylkill River Greenways National & State Heritage 
Areaホームページ
https://schuylkillriver.org/schuylkill-river-trail/

■Visit Philadelphiaホームページ
https://www.visitphilly.com/things-to-do/attractions/schuylkill-river-trail/

Brockwell Park（ロンドン）

キーワード 健康・スポーツ

公園の概要

■面積 ：約50,8000㎡

■公園管理者：行政（ランベス区）、Brockwell Park Community 
Partners

■主な施設 ：歴史的施設（時計塔、ホールなど）、プレイエリア、
各種スポーツ施設、カフェ など

取組の主な主体 公園管理者

取組内容など

■無料で利用できるBMX場を整備

■管理者団体の構成員（The Brixton BMX Club）は、サイクリン
グ資格を有するコーチと協力しながら、利用者へのコーチングを
実施

出典
■Brockwell Park Community Partnersホームページ

https://brockwellparkcommunitypartners.org.uk/

https://schuylkillriver.org/schuylkill-river-trail/
https://www.visitphilly.com/things-to-do/attractions/schuylkill-river-trail/
https://brockwellparkcommunitypartners.org.uk/


６

文化・教育、子育て ①

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

公園の概要

■面積 ：約460,000㎡

■公園管理者：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

■主な施設 ：里山情報館、舞台、里山交流館、棚田、水田、
だんだん畑、里山林、遊びの森 など

取組の主な主体 公園管理者

取組内容など

■地域の里地里山の景観を保全再生している公園であり、大都市
近郊で誰もが気軽に里地里山文化を体験できる

■園内で里山作業（田畑の草取り、野菜苗の植付けなど）を体験
すると、お土産として収穫物を持ち帰ることが可能

■収穫物はイベント時などにも販売し提供

出典
■あいな里山公園ホームページ

https://kobe-kaikyopark.jp/

千秋が原南公園（新潟県長岡市）

キーワード 子育て、コミュニティ

公園の概要

■面積 ：20,476㎡

■公園管理者：行政（長岡市）、子育ての駅千秋

■主な施設 ：子育ての駅千秋、円形造園ユニット など

取組の主な主体 公園管理者

取組内容など

■都市公園の整備に合わせ、冬季の子どもの遊び場を確保するため、
全天候型屋根付き施設である「子どもの駅千秋（愛称：てくて
く）」を設置

■施設は○（まる）、△（さんかく）、□（しかく）のゾーンに
分かれており、○には授乳室、絵本コーナーなどの各種コーナー、
△には交流サロン、□には運動広場がある

■子育て支援事業として、一時保育や子育て相談・講座、交流
イベントなどを実施

出典
■長岡市ホームページ

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

https://kobe-kaikyopark.jp/
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/cate99/tekuteku/

