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「都市公園における公民連携制度」を導入する都市公園の傾向

Trends in parks adopting the "Parks Public-Private Partnership System" 

〇竹中彩１,水信夏穂１,溝口萌２,泉山塁威３ 

 *Aya Takenaka1, Natsuho Mizushina1, Moe Mizoguchi2, Rui Izumiyama３ 

 

In recent years, many parks have introduced public-private partnership systems. The purpose of this study was to identify 

trends in parks that have raised the public-private partnership system in the Tokyo Metropolitan Government and prefectures 

that fall under ordinance-designated cities. The results showed that the number of parks introducing the public-private 

partnership system has increased as a result of the enactment or revision of the public-private partnership system. The number 

of forms of facilities to be established, such as restaurants and leisure facilities, has increased. 

１，序論 

1-1． 研究の背景と目的 

近年，都市を取り巻く社会状況の変化に伴い，都市

公園においては利用形態の変容や施設の老朽化などの

課題が生じている．今後の都市公園は，時代の変化や

地域の課題に応じて質を高め，ストックされた都市公

園の適正な維持管理を行うことが重要になる[１]． 

一方で，社会状況の変化に伴い自治体による都市公

園の管理負担額の低額が見受けられる．それに付随

し，都市公園の管理方法が従来の自治体主体から転換

され，設置管理許可制度，公募設置管理制度（Park-

PFI）といった民間事業者による管理運営へ移行して

いる．しかし，都市公園における公民連携制度（以

下，都市公園公民連携制度）を導入した都市公園の網

羅的な実態把握がなされていない．そのため，今後新

たに「都市公園公民連携制度」を導入する自治体にと

って，先行事例の把握が難しいと考えられる． 

本研究では，東京都及び政令指定都市において,

「都市公園公民連携制度」を導入する都市公園を対象

に「都市公園公民連携制度」によって設置される施設

の傾向を把握する． 

1-2． 研究の方法 

 文献調査より，公民連携を図るための制度による都

市公園の管理運営に対する民間事業者の参入のしやす

さを，公民連携を図るための各制度の変遷と都市公園

の事例及びトピックにて整理する[３]． 

また，東京都及び政令指定都市において,「都市公

園公民連携制度」を導入する都市公園を対象に，自治

体が作成する文献資料を基に公園種別，導入制度，設

置施設，開業年数，公園面積，施設面積，建蔽率注１）

の７項目を明らかにし，設置された施設の傾向を分析

する． 

1-3．「都市公園公民連携制度」の定義 

本研究では，設置管理許可制度及び Park-PFIの２つ

を総称したものを「都市公園公民連携制度」とする． 

 

２．「都市公園公民連携制度」と位置づけ 

 「都市公園公民連携制度」の概要及び変遷について

整理を行い（Figure１），公民連携を図るための各制

度の制定・改正で可能となった都市公園における事業

などを明らかにした．    

2004 年の設置管理許可制度改正により、都市公園の

管理運営において本格的に民間事業者の介入が始まり，

2017 年の都市公園法改正により，公募設置管理許可制

度（Park-PFI）が制定されたことで，事業期間の拡大

及び建蔽率の緩和により，民間事業者が収益をあげ

ることが可能となった． 

これらの公民連携を図るための各制度が，今日の都

市公園の管理手法として位置付けられたことにより，

都市公園は民間事業者にとってビジネス拡大の場にな

る．また，民間の柔軟な発想によって公園の魅力向上，

公園利用者の増加などにより，公園だけでなくまちの

賑わいを創出すると考えられる[２]． 

 
Figure１．公民連携を図るための各制度の変遷[３] 
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３．「都市公園公民連携制度」によって設置される施

設の傾向 

 東京都及び政令指定都市における「都市公園公民連

携制度」を導入する都市公園（公園数:34 箇所，設置

施設：39 施設）を，都道府県ごとに 1-2 で示した７つ

の項目について整理した． 

3-1．制度別の分析 

設置管理許可制度により設置された施設は 24施設，

Park-PFI により設置された施設は 15 施設であった．    

施設の開業年数と制度の導入状況に着目すると，

2004 年の設置管理許可制度改正後，すぐに導入した都

市公園はみられない．これは，都市公園に民間事業者

が介入する前例がなかったため，自治体及び民間事業

者の両者にとって施設開業までのハードルが高く，時

間がかかったと考えられる． 

2017 年の Park-PFI では，民間事業者を公募により

選出するため，制度導入から施設開業までに時間がか

かると考えられる．また，Park-PFI 創設以降も設置管

理許可を導入する都市公園がみられることから，その

都市公園の立地や周辺のニーズに合わせて制度を選択

する傾向があると考えられる． 

3-2．建蔽率の分析 

建蔽率 1.0％未満の設置施設が 18 施設，1.0％以上

10.0％未満の設置施設が 11 施設，10.0％以上 20.0％

未満の設置施設が４施設，不明な設置施設が６施設で

あり，公園面積と施設面積は比例しないことが明らか

になった．大きい公園でも，大きい施設を導入するの

ではなく，複数の施設を設置すると考えられる． 

3-3．設置施設の分析 

設置施設に着目すると，26 施設と半数以上がカフェ

やレストランなどの飲食店，５施設は宿泊施設を要す

るアウトドア・レジャー関連の施設であった． 

設置施設に飲食店が多い要因としては，公園面積の

大きさに関わらず設置することができ，利用者が限定

されず，事業性が確保されていることが考えられる．        

2020 年以降に設置された施設は，５/13 施設が宿泊

施設などを要するアウトドア・レジャーに関連する施

設が増加傾向にある．これは，2018 年からの第２次キ

ャンプブームに加えて，新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）拡大により，三密（密集,密接,密閉）を

回避できるアウトドア・レジャー施設の需要が高まっ

たことなどが追い風となり，アウトドア・レジャーを

行う場所として都市公園を活用する事例が増加するた

めだと推察する． 

以上より，都市公園における設置施設は，制度を導

入する都市公園が増加する際に，社会情勢に合わせて

公園に求められる過ごし方が変化ため，施設の種類の

幅が広がると考えられる． 

 

４．まとめ 

本研究は，「都市公園公民連携制度」及び公園の変

遷について整理し，それらを導入する都市公園を対象

に「都市公園公民連携制度」によって設置される施設

の傾向を把握した． 

公民連携を図るための各制度の制定・改正により，

制度を導入する都市公園が増加し，飲食店やアウトド

ア・レジャー施設など，設置される施設の種類が増加

することが明らかとなった．また，アウトドア・レジ

ャー施設は都心部にはみられず都心郊外に多いことか

ら，設置される施設と地域性に関係性があると考えら

れる．加えて，社会状況によって都市公園に求められ

る過ごし方が変化することから，「都市公園公民連携

制度」を活用する際には，地域性と社会状況の両方に

考慮し，設置する施設を検討することが今後も望まれ

ると考えられる． 

Table１．「都市公園公民連携制度」を導入する 

都市公園一覧 

 
 

参考文献 

[１]国土交通省都市局 公園緑地・景観課,「都市公園の質の向上に

向けた Park-PFI 活用ガイドライン」 

https://www,mlit,go,jp/common/001197545,pdf 

（最終閲覧日 2022年７月 29日） 

[２]国土交通省都市局 公園緑地・景観課,「公募設置管理制度

（Park-PFI）」について 

https://www,mlit,go,jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/0

01329492，pdf（最終閲覧日 2022年７月 29 日） 

[３]「パブリックスペース活用の本質的意味と価値を問う」2018 年

度日本建築学会大会（東北）戦略的パブリックスペース活用学

[若手奨励] 特別研究パネルディスカッション資料,2018 年 9

月,pp，68 

[４] ランドスケープ経営研究会（LBA）2018.04.11, 国交省都市局

公園緑地・景観課・町田誠課長 

https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/032300072/0326 

00001/?P=2 

補注 

注１）本研究における，「建蔽率」とは公園面積に対する施設面積の 

割合とし，（表１）に記載される通りとする． 

所在地
事例
番号

公園名 種別 制度 自治体 設置施設
開業
年数

公園面積
A[㎡]

施設面積
B[㎡]

建蔽率
B/A[％]

宮城県 1 榴岡公園 総合公園 Park-PFI 仙台市 飲食店 2020 112000 2,300 2.05%

2 泉自然公園 特殊公園 Park-PFI 千葉市 アウトドアパーク 2018 425000

3 稲毛海浜公園 総合公園 設置管理許可 千葉市 レストラン 2018 830916 2,000 0.24%

4 上野恩賜公園 特殊公園 設置管理許可 台東区 カフェ 2012 538000 211.41 0.04%

5 二子玉川公園 地区公園 設置管理許可 世田谷区 カフェ 2013 63000 89.26 0.14%

6 南池袋公園 街区公園 設置管理許可 豊島区 カフェ 2016 7819 227.34 2.91%

7 駒沢オリンピック公園運動公園 設置管理許可 世田谷区 カフェ 2017 413573 342.8 0.08%

8 池袋西口公園 設置管理許可 豊島区 カフェ 2019 3123 374.1 11.98%

9 新宿中央公園 Park-PFI 新宿区 カフェ、スポーツ 2020 88000 1,677 1.91%

10 IKE・SUNPARK 近隣公園 Park-PFI 豊島区 カフェ、スポーツ 2020 17000

11 宮下公園 特殊公園 設置管理許可 渋谷区 商業施設、ホテル 2020 10742 119.7 1.11%

12 木場公園 総合公園 設置管理許可 江東区 レストラン、カフェ 2020 238711 1,500 0.63%

13 北谷公園 街区公園 Park-PFI 渋谷区 カフェ 2021 960 182 18.96%

14 日比谷公園 総合公園 設置管理許可 千代田区 カフェ 2021 161636

15 浮間公園 総合公園 設置管理許可 板橋区 カフェ 2022 117000

神奈川県 16 横浜動物の森公園 広域公園 Park-PFI 横浜市 アウトドアパーク 2019 1033000 30,000 2.90%

静岡県 17 浜松城公園 総合公園 設置管理許可 浜松市 カフェ 2018 97400 247.93 0.25%

18 大高緑地 広域公園 設置管理許可 名古屋市 アドベンチャー 2016 1006000 40,000 3.98%

19 名城公園 総合公園 設置管理許可 名古屋市 レストラン 2017 804100 7,380 0.92%

20 久屋大通公園 特殊公園 Park-PFI 名古屋市 飲食店、サービス 2020 54500 5,249 9.63%

21 小幡緑地 広域公園 Park-PFI 名古屋市 キャンプサイト 2021 762000 6100 0.80%

22 鞍ヶ池公園 特殊公園 Park-PFI 豊田市 キャンプ、カフェ 2021 950000

23 新城総合公園 広域公園 設置管理許可 新城氏 アドベンチャー 2018 643000 20,000 3.11%

24 梅小路公園 総合公園 Park-PFI 京都市 スケートリンク 2020 137000 1,200 0.09%

25 大宮交通公園 特殊公園 Park-PFI 京都市 コミュニティルーム 2021 18000

26 中之島公園① 特殊公園 設置管理許可 大阪市 カフェ 2010 106000 350 0.33%

27 中之島公園② 特殊公園 設置管理許可 大阪市 レストラン 2014 106000 12,870 12.14%

28 天王寺公園 特殊公園 設置管理許可 大阪市 カフェ 2015 260000 2,640 1.02%

29 大阪城公園① 特殊公園 設置管理許可 大阪市 カフェ、レストラン 2016 1056000 1885 0.18%

30 大阪城公園② 特殊公園 設置管理許可 大阪市 カフェ 2017 1056000 178.51 0.02%

31 大阪城公園③ 特殊公園 設置管理許可 大阪市 カフェ 2018 1056000 214.88 0.02%

32 浜寺公園 広域公園 設置管理許可 堺市 コンビニ 2017 751000 500 0.07%

33 大蓮公園 総合公園 Park-PFI 堺市 キャンプ場 2020 134000 2144 1.60%

34 大濠公園① 総合公園 設置管理許可 福岡市 カフェ 2010 398000 162 0.04%

35 大濠公園② 総合公園 設置管理許可 福岡市 ボートハウス 2015 398000 830 0.25%

36 大濠公園③ 総合公園 Park-PFI 福岡市 2020 398000 195 0.05%

37 水上公園 街区公園 設置管理許可 福岡市 レストラン 2016 2058 371.25 18.04%

38 天神中央公園 近隣公園 Park-PFI 福岡市 飲食 2019 31000 341.86 1.10%

39 勝山公園 総合公園 Park-PFI 北九州市 カフェ 2018 201000 200 0.10%

千葉県

東京都

【凡例】Park-PFI：公募設置管理制度
　　　　　　：都心（東京都23区）　　　：郊外（東京都23区を除く地域）

（注釈）2021年までに「公民連携制度」を導入した都市公園を対象とする

愛知県

京都府

大阪府

福岡県
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