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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

https://www.mlit.go.jp/common/001135262.pdf


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5,260,000㎡）

■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/


子育て ②

７

観音山ファミリーパーク（群馬県高崎市）

キーワード 子育て、コミュニティ

公園の概要

■公園管理者：NPO法人 KFP友の会（指定管理者）

■主な施設 ：サービスセンター、交流室・休憩室、
バーベキュー広場、クラフト工房、売店 など

取組の主な主体 公園管理者

取組内容など

■０～３歳の子どもと父親を対象に多様なイベントを開催する
「０－３パパクラブ」や、４～６歳の子どもを対象に運動イベ
ントを開催する「４－６キッズクラブ」を実施

■幅広い年代を対象とした「ユニット活動」では、県民が代表者と
なり様々な講座を実施

出典
■NPO法人KFP友の会ホームページ

http://www.kfp-tomo.org/

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

キーワード 子育て、文化・教育

植物園の概要

■面積 ：約79エーカー（約320,000㎡）

■植物園管理者：Missouri Botanical Garden

■主な施設 ：温室ドーム、日本庭園、売店・カフェ など

取組の主な主体 植物園管理者

取組内容など

■子どもを対象とした施設（Doris I. Schnuck Children‘s 
Garden）を有する

■当該施設内には、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

出典

■Missouri Botanical Gardenホームページ
https://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/Maps/languages/vi
sitorguide06_japanese.pdf
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

http://www.kfp-tomo.org/
https://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/Maps/languages/visitorguide06_japanese.pdf
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


コミュニティ

８

舟橋村園むすびプロジェクト（富山県舟橋村）

キーワード コミュニティ、文化・教育、子育て

取組の主な主体 行政（舟橋村）、各種造園業者、市民

取組内容など

■公園を中心としたコミュニティ醸成を図るため、地元の造園業者
などを主体とした「舟橋村園むすびプロジェクト」を展開

■地域の小学生を対象に募集・任命した「こども公園部長」や
ボランティアスタッフなどと共に活動

■活動拠点である京坪川河川公園（愛称：オレンジパーク）では、
こども公園部長のアイデアなどを基に、新たな遊具の整備や定期
的なイベントを実施

出典

■舟橋村園むすびプロジェクトホームページ
http://enmusubi-funahashi.com/

■PARKFULホームページ
https://parkful.net/2018/07/funahashi-enmusubi/

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

取組の主な主体 NPO法人 ハマノトウダイ

取組内容など

■NPO法人が主体となり、アウトドア用品メーカーなどと協力しな
がら、公園内にアウトドア会議室を設置する実証実験を展開

■３日間の実験を行ったグランモール公園では、みなとみらいで
活動する13の企業・団体がアウトドア会議を体験

■新横浜公園では日産スタジアムなどとも連携し、アウトドア会議
後の試合観戦を促す取組を実施

出典

■NPO法人ハマノトウダイホームページ
http://www.hamanotoudai.com/archive/detail/152

■横浜F・マリノスホームページ
https://www.f-marinos.com/news/detail?id=5128

http://enmusubi-funahashi.com/
https://parkful.net/2018/07/funahashi-enmusubi/
http://www.hamanotoudai.com/archive/detail/152
https://www.f-marinos.com/news/detail?id=5128


にぎわい ①

豊田市駅周辺広場（愛知県豊田市）

キーワード にぎわい、マネジメント

取組の主な主体 行政（豊田市）、あそべるとよた推進協議会（事務局：（一社）TTCM）

取組内容など

■９箇所（行政管理：５箇所、民間管理：４箇所）の広場を対象に、
使用料の統一や広場の使い手の募集などの実証実験を実施し、
稼働率や使われ方の違いなどを把握

■稼働率の高いペデストリアンデッキでは、飲食物販売や広場の
日常管理などを行う事業者を公募し事業実施

■新豊田駅東口駅前広場では、コンクリート・築山・土のエリア
からなる広場として再整備を行うとともに、コンクリートエリア
ではボール遊びやスケートボード、築山・土エリアでは火の使用
（バーベキューなど）を可能とした

出典

■豊田市ホームページ（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ホームページ
https://asoberutoyota.com/

■豊田市ホームページ（新豊田駅東口駅前広場）
https://www.city.toyota.aichi.jp/shisetsu/sports/kouen/1031163/index.html

■まちかつホームページ
https://machi.smrj.go.jp/machi/public/example/160826toyota.html

■全国まちなかひろば研究会ホームページ
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/

ドライブインシアター（岐阜県各務原市ほか）

キーワード にぎわい

取組の主な主体
岐阜新聞社、
万博記念公園マネジメント・パートナーズ（万博記念公園指定管理者）

取組内容など

■コロナ禍におけるエンターテインメントとして、河川環境楽園
（岐阜県各務原市）や万博記念公園（大阪府吹田市）などで実施

■公園内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
楽しむことができるようにしている

■河川環境楽園では、スマートフォンを活用した「デリバリーキッ
チン」を導入しており、車外に出ることなく映画を楽しむことが
できる

出典

■岐阜新聞社ホームページ
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=ARQUAOG9Tls
AMY

■万博記念公園ホームページ
https://www.expo70-park.jp/info/40545/

９

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/
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.expo70-park.jp/info/40545/
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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

公園の概要

■面積 ：約20,000㎡

■公園管理者：Woodall Rodgers Park Foundation

■主な施設 ：パフォーマンススペース、ドッグラン、
読書・ゲームスペース、アクティビティスペース、
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

■ヨガや野外コンサート、映画など、無料で楽しむことができる
プログラムを提供

■様々なキッチンカーが日替わりで出店

■公園は24時間ライトアップされており、また常勤の監視員が巡視
を行っているため、地域の安全性向上にも貢献

出典
■Klyde Warren Parkホームページ

https://klydewarrenpark.org/

St. Jame’s Park（ロンドン）

キーワード にぎわい、マネジメント

公園の概要

■面積 ：約230,000㎡

■公園管理者：The Royal Parks

■主な施設 ：ザ・マル、メモリアル・ガーデンズ、
カフェ・レストラン など

取組内容など

■園内の大きな湖に近接する位置にカフェを設置

■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、
湖や噴水を眺めることができる

出典
■The Royal Parksホームページ

https://www.royalparks.org.uk/parks/st-jamess-park

https://klydewarrenpark.org/
https://www.royalparks.org.uk/parks/st-jamess-park
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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、健康・スポーツ、コミュニティ

公園の概要

■面積 ：約56,000㎡

■公園管理者：行政（神戸市）、みなとのもり運営会議

■主な施設 ：ニュースポーツ広場、芝生広場 など

取組の主な主体 公園管理者

取組内容など

■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

■ニュースポーツ広場の計画に当たっては、当初からスポーツ愛好
家などが参加し、利用上の意見や要望を計画や運営に反映

■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
運営委員会（みなとのもり公園運営会議）を立ち上げ、公園の
利用ルールの作成や清掃などの管理運営を行政と協力して実施

出典

■神戸市ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a53501/kurashi/machizukuri/park/intoro/
about.html

■みなとのもり公園ホームページ
http://www.eonet.ne.jp/~sya-oooo-rin/minamori/index.html

■公園文化Webホームページ
https://www.midori-hanabunka.jp/tatujin?term=t21

武蔵野の都立公園（東京都国分寺市）

キーワード
マネジメント、防災・減災、環境・景観、健康・スポーツ、
文化・教育、コミュニティ

公園の概要 ■公園管理者：西武・武蔵野パートナーズ（指定管理者）

取組の主な主体 公園管理者

取組内容など

■単一の指定管理者が８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
①パークコーディネーター
…各種会議の調整、イベントの企画実施、地域連携の促進など

②パークレンジャー
…自然環境調査・保全、環境学習・展示、利用指導など

③スポーツコーディネーター
…健康運動に関する指導、スポーツ教室の企画実施など

④防災・安全コーディネーター
…防災・安全に関する地域連携の促進、防災学習の実施など

⑤ＰＤＣＡスタッフ
…意見情報の把握、継続的な改善案の提案など

■武蔵国分寺公園と六仙公園では、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

出典

■西武・武蔵野パートナーズホームページ
https://musashinoparks.com/

■東京都ホームページ（「武蔵野の公園」グループ 事業計画書の
見直し）
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000048141.pdf

https://www.city.kobe.lg.jp/a53501/kurashi/machizukuri/park/intoro/about.html
http://www.eonet.ne.jp/~sya-oooo-rin/minamori/index.html
https://www.midori-hanabunka.jp/tatujin?term=t21
https://musashinoparks.com/
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000048141.pdf
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西東京市立公園（東京都西東京市）

キーワード マネジメント、コミュニティ

公園の概要 ■公園管理者：西東京の公園・西武パートナーズ（指定管理者）

取組の主な主体 行政（西東京市）、公園管理者

取組内容など

■「西東京市公園配置計画」を策定し、大小の公園の配置や活用
についてビジョン・アイデアを整理

■単一の指定管理者が53公園の管理運営を一括で行っており、配置
計画に基づく公園の活用を推進

■指定管理者の公募に当たっては、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、市民などとの協働による
公園管理を積極的に推進することを募集要項に記載

出典

■西東京市ホームページ
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/keikaku/
kankyou/kouenhaichikeikakusakutei.html
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/jigyo/boshu/kouen-
shiteikanri-boshu.html

■西東京の公園・西武パートナーズホームページ
http://nishitokyoparks.com/

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

取組の主な主体
Marunouchi Street Park実行委員会
（NPO法人 大丸有エリアマネジメント協会、（一社）大手町・
丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、三菱地所（株））

取組内容など

■大丸有地区のエリアマネジメント活動の一環として、道路空間の
規制緩和によるにぎわいづくりを実践

■第１回（令和元年５月）では、長時間の車両通行止めを５日間に
わたって行い、天然芝の設置などにより道路空間を公園化

■第２回（令和２年７月～９月）では、24時間の車両交通規制を
行い、密集・密閉・密接を避ける新しいライフスタイルを提供

①Urban Terrace+（アーバンテラスプラス）
…食事やカフェを楽しむことができる

②Cozy Green Park（コージーグリーンパーク）
…天然芝を敷き緑豊かな空間を創出

③Open Air Office（オープンエアオフィス）
…フリーWi-Fiや電源環境が整備された屋外ワークプレイス

出典

■Marunouchi Street Parkホームページ
https://marunouchi-streetpark.com/

■三菱地所（株）ホームページ（Marunouchi Street Park 2020
プレスリリース）
https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200721_marunouchi_street_p
ark.pdf

http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/keikaku/kankyou/kouenhaichikeikakusakutei.html
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/jigyo/boshu/kouen-shiteikanri-boshu.html
http://nishitokyoparks.com/
https://marunouchi-streetpark.com/
https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200721_marunouchi_street_park.pdf

