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第１章 沼津市パークマネジメントプランとは 
  
１－１．策定の背景 
 

今⽇、公園緑地を取り巻く情勢は⼤きく変化しており、より効果的、効率的な維持管理・
運営管理が求められる⼀⽅で、市⺠ニーズの多様化、⾼度化への対応が必要となっています。 

沼津市（以下「本市」という。）においても、⾸都圏や周辺市町への転出超過による⼈⼝減
少が続き、定住⼈⼝の確保と交流⼈⼝の拡⼤のため、⼦育てしやすい環境づくりや都市の魅
⼒向上に寄与する公園緑地のあり⽅が求められています。しかしながら、限られた財源の中
で、新しい公園緑地の整備や充実した維持管理・運営管理などの対応が⼗分に⾏き届かない
状況となっています。 

このような状況を背景に、今後これまでと同様な⾏政主体での維持管理・運営管理を継続
していくだけでは、地域や公園緑地ごとの多様な市⺠ニーズに応えていくことは難しく、良
好な景観形成や防災性の向上の効果など、公園緑地が本来有する機能や魅⼒を⼗分に発揮す
ることができなくなることが懸念されます。 

そこで、これからは⾏政だけではなく、市⺠、事業者、地域コミュニティなど、様々な主体
の参加・連携により、新たな発想で取り組んでいくことが必要となっています。 
 
１－２．『パークマネジメント』とは 
 
 ⼀般に「マネジメント」とは、「経営管理」と訳され、⼈・賃⾦・時間などを最も効果的に
⽤い、組織を維持・発展させることです。それを踏まえ、『パークマネジメント』は「各公園
の理念、基本計画、基本⽅針に則り、顧客である市⺠の利益を増進することを念頭に、管理
運営の⽬標を明確にし、管理運営のあり⽅を戦略的に企画し、諸条件を踏まえた管理運営計
画を⽴て、それを効果的、効率的に実践するとともに、実施成果を計画⽬標と⽐較・分析し、
必要な軌道修正や対策を図ること」（出典：「公園管理ガイドブック」（⼀般財団法⼈ 公園財
団））と定義されています。 
 「沼津市パークマネジメントプラン（以下「本プラン」という。）」では、『パークマネジメ
ント』における主な取り組みを公園緑地の「維持管理・運営管理」と捉え、清掃や除草等の
「維持管理」の促進により良好な公園緑地環境を創出するとともに、お祭りやイベント等の
「運営管理」の促進により公園緑地の活性化につながる取り組みと位置づけます。 
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１－３．『パークマネジメント』の必要性 
 
 公園緑地は、その存在により、都市環境の改善、⾃然環境の保全、良好な景観形成、都市防
災など都市環境の向上に寄与する機能を有しています。様々な主体がそれらを積極的に維持
管理・運営管理を⾏うことで、今まで以上に効果を発揮することが可能となります。 
 本市においては、少⼦⾼齢化社会に重要な地域コミュニティ形成の場、⾼齢者に対する健
康づくりの場、⼦育てしやすい環境づくりの場、交流⼈⼝拡⼤につながる集客イベント実施
の場としての機能を発揮し、都市が有する課題を広く解決できるようにパークマネジメント
に取り組むことが、都市の魅⼒を向上させる上で⾮常に重要となります。 
 また、これまでの⾏政主体の維持管理・運営管理から市⺠、事業者、地域コミュニティな
ど、様々な主体が参加・連携することにより、地域の課題を解決するための公園緑地利活⽤
の可能性が広がります。 

本プランは、市⺠の皆さんにこれまで以上に本市の公園緑地を⾝近に感じ、使いこなして
いただくことで、本市がより暮らしやすく魅⼒的な都市になることを⽬指すものです。 

本プランでは、その実現につながる展開⽅針や体制づくりなど、柔軟な公園緑地の維持管
理・運営管理のあり⽅をまとめます。 

また、別編の「公園別プラン作成マニュアル」では、地域の特性やニーズ、各公園緑地の特
性に応じた公園別プランを市⺠、事業者、⾏政が連携して作成するための⼿順を⽰し、公園
緑地を地域の皆さん⾃⾝が使いこなしていくための具体的な活動へつなげることを⽬指して
います。 
 
 
 
 
 
 
 
 公園緑地でのイベント開催        地域住⺠や企業による公園緑地における清掃活動 
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１－４．位置づけ 
 

 本プランは、本市の上位計画に即し、主な関連計画との整合や連携を図りながら取り組ん
でいくものとします。 
 本プランでは、市⺠の皆さんが公園緑地をより柔軟に使っていくための⽅針や具体的な取
り組み等をまとめておりますが、公園緑地ごとに抱えている課題や実現していきたい取り組
み内容は異なるため、本プランに基づき公園別プランを展開していきます。なお、公園別プ
ランでは各公園緑地の将来像を定め、ハード・ソフト両⾯からの取り組み内容などについて、
地域の皆さんと考えていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 沼津市パークマネジメントプランの位置づけ 

 

 

 
  

公園別プラン 公園別プラン 公園別プラン 

 ・第４次沼津市総合計画 
 ・沼津市まち・ひと・しごと創⽣⼈⼝ビジョン 
 ・沼津市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略 
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１－５．対象 
 

 本プランは、本市が管理する公園緑地の計 151 箇所（都市計画公園等 63 箇所、その他の
開設済み都市公園 85 箇所、都市公園以外の公園３箇所）を対象としています。151 箇所の
うち 2 箇所（沼津御⽤邸記念公園、愛鷹運動公園※）については指定管理者制度を導⼊してい
ます。※愛鷹運動公園のうち、テニスコート及び芝⽣広場については指定管理者制度を導⼊ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１・２地区 第３・４地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保緑地

千本緑地
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第５地区 大岡地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金岡・門池地区 片浜・今沢・愛鷹地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

原・浮島地区 静浦・大平地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田地区 
※その他地図に記載のない公園 

西浦地区：大瀬緑地 

（大瀬崎南の主要地方道沼津土肥線沿いに立地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口野緑地

緒明児童公園
大川公園
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１－６．策定までのプロセス 
 

 本プランの策定にあたっては、有識者で構成する「沼津市パークマネジメントプラン有識
者検討委員会（以下「検討委員会」という。）に諮るとともに、公園緑地利活⽤者を対象とし
たワークショップを開催し、市⺠意向の収集・反映を⾏いました。 
 

表 沼津市パークマネジメントプラン策定のこれまでの経緯 

年 月 日 内容（●：市民を交えた検討 ▲：有識者による検討 ■：その他） 

H28.５.24～ 

  ７.５ 

■公園に関する利用動向調査、公園利用者数調査（市内６公園） 

■子育て世代を対象とした公園に関するアンケート（市内５子育て支援センター等） 

■都市公園愛護会活動についてのアンケート（市内 45公園愛護会） 

H28.12.12 

H29.１.16 

  ２.13 

●中央公園利活用者を対象としたワークショップ 

＜目的＞ 

・にぎわい創出を目指した、民間の積極的な利活用・管理運営について 

・民間が参入しやすい仕組みについて 

・民間の力が効果的だと考えられる沼津市の公園について 

H28.12.４ 

H29.１.22 

  ２.19 

●高沢公園利活用者を対象としたワークショップ 

＜目的＞ 

・様々な世代が利用したくなる、明るく楽しい公園についての課題とアイデアの抽出 

・高沢公園の再整備の方針検討、公園における今後の取組みに向けたきっかけづくり 

H28.11.29 

  12.20 

H29.１.17 

●豊町公園利活用者を対象としたワークショップ 

＜目的＞ 

・「地域住民の責任において自由に活用できる公園」の模範公園として、その成功のポイン

トや背景を整理し、他の公園に展開するための方策を探る 

H29.10.26 ▲第１回検討委員会 

＜委員＞ 

 合同会社デザイン・アープ 代表社員 川口 良子（専門分野：都市計画・地域づくり等）

 東京農業大学地域環境科学部造園科学科 教授 金子 忠一（専門分野：都市緑地計画・

ランドスケープマネジメント等） 

 株式会社 GEN プランニング 代表取締役 奥村 玄（専門分野：地域計画・市民参加等）

＜内容＞ 

・「本プランの目的と構成」「基本方針と公園緑地運営の３つの視点」「展開に向けた課題と

展開方針」「パークマネジメントプラン展開のための組織」の各項目について検討 

H29.12.20 ▲第２回検討委員会 

＜内容＞ 

・「展開方針」「推進方策」「取組みの進行管理」「公園別プラン策定マニュアル」の各項目

について検討 

H30.2.16～ 

3.19 

●パブリックコメント 

H30.2.27 ●沼津市パークマネジメントプラン（案）市民説明会 
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第２章 沼津市の公園緑地の⽅針    
 
２－１．沼津市のまちづくり・公園緑地の現状 
 
（１）都市の現状 

①まちづくりの将来像 
本市では、「第４次沼津市総合計画」において、「⼈と環境を⼤切にする県東部広域拠点都

市・沼津」を将来像とし、まちづくりを進めていくこととしています。 

 
図 まちづくりの⽅針（出典：第４次沼津市総合計画） 

  また、「沼津市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」において、『都市的魅⼒と⾃分らしい⽣
活を楽しめる`ぬまづの暮らし の実現』を将来のまちの姿として位置づけ、以下の基本的
視点とその内容に基づいた４つの基本⽬標と施策の⽅向を定めています。 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
① 若年層や子育て世代の人口流入を促進し、人口流出を抑制する。 

 本市から東京圏や近隣市町への人口流出に歯止めをかけるため、雇用の場の確保と、自然に恵ま

れ、都会的で暮らしやすいまちの魅力を市内外へ発信し、若年層や子育て世代の人口減少を抑制す

る。 
 

② 交通利便性と地域資源を活かし、交流人口の拡大を図る。 

 東京圏との近接性や交通利便性、豊かな自然環境をはじめ、歴史・文化遺跡、数多くの特産品な

どの多種多様な地域資源を活かし、交流人口の拡大を図る。 
 

③ 若い世代の就労・結婚・子育てへの不安を解消し、幸せを感じる暮らしを実現す

る。 

 人口減少を克服するために、若い世代が安心して就労、結婚、妊娠、出産、子育てができ、本市

で暮らすことに幸せを感じられるような社会経済環境を整備する。 
 

④ 地域の特性に即して地域課題を解決する。 

《基本的視点》 
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図 沼津市が⾏う４つの基本⽬標と施策の⽅向（出典：沼津市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略リーフレット） 
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②まちづくりの⽅針 
まちづくりの⽅針として「第２次沼津市都市計画マスタープラン」において、持続可能な

まちづくりを基本としつつ、様々な社会情勢の変化に対応すべく「４つの視点のまちづくり」
を戦略的に展開していくこととしています。 

 

 
図 「持続可能なまちづくり」と「４つの視点のまちづくり」による将来都市構造の実現 

（出典：第２次沼津市都市計画マスタープランをもとに作成） 

 

  

●広域交通網の整備とその有効活用 
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図 将来都市構造図（出典：第 2 次沼津市都市計画マスタープラン） 
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③⽔と緑と景観 
  誰もがより安⼼して暮らせるため、⾃然環境の保全と活⽤、⽔と緑の形成、都市景観の

形成を基本⽅針とし、市⺠、事業者、⾏政の連携による安全で魅⼒的な都市環境の形成を
⽬指しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ⽔と緑と景観の⽅針図（出典：第 2 次沼津市都市計画マスタープラン） 
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④⼈⼝等の状況 
  本市の⼈⼝は、平成７年をピークに減少に転じ、平成 27 年の国勢調査では、昭和 50 年

以降維持してきた⼈⼝ 20 万⼈を割り込み、平成 42 年には⼈⼝ 17 万⼈を割ると推計され
ています。また、転出超過の傾向も続いており、特に東⽇本⼤震災（平成 23 年）以降、津
波への懸念により沿岸域において転出超過が顕著となっています。 

少⼦⾼齢化も進展しており、平成 32 年には⾼齢化率が 30％を超えると想定され、平成
42 年には約３⼈に１⼈が 65 歳以上の⾼齢者になると⾒込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢３区分⼈⼝の推移と将来⾒通し 
（国勢調査、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所の資料をもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 転出と転⼊⼈⼝の推移（沼津市統計書をもとに作成）  
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図 ⾼齢化状況⽐較（出典：第２次沼津市都市計画マスタープラン） 
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（２）公園緑地の状況 
 ①公園緑地整備状況 
  本市の公園緑地の整備状況は、平成 29 年３⽉末の時点で、都市公園等 63 箇所（都市計

画公園：60 箇所・都市計画緑地：３箇所）、その他開設済み都市公園 85 箇所、都市公園以
外の公園 3 箇所の計 151 箇所が開設済みです。また、住⺠⼀⼈当たりの整備⾯積は約 6.9
㎡となっており、国が定める⽬標 10.0 ㎡/⼈の７割弱となっています。 

表 本市における公園緑地整備状況 

種別 

都市計画公園 その他開設済
み都市公園 

都市公園以外
の公園等 

開設済公園 
合計 

計画決定 開設済 

箇所 面積 箇所 
面積 
(ha) 

箇所 
面積 
(ha) 

箇所
面積 
(ha) 

箇所 
面積 
(ha) 

街区公園 49 11.42 48 11.06 81 3.13 129 14.19

近隣公園 7 15.80 5 5.60  5 5.60

地区公園 1 5.10 1 1.11  1 1.11

総合公園 2 28.80 2 22.44  2 22.44

運動公園 2 77.20 1 60.14  1 60.14

風致公園 5 186.50 3 25.45  3 25.45

小計 66 324.82 60 125.80 81 3.13 141 128.93

緑地緑道 4 14.30 3 3.21 4 0.75 7 3.96

その他      3 4.70 3 4.70

合計 70 339.12 63 129.01 85 3.88 3 4.70 151 137.59

市民一人当

りの面積 

  
 6.94  ㎡ 

平成 29 年３⽉末時点 
 

岡宮 2号公園（街区公園） 
宮原公園（せせらぎ公園）（近隣公

園） 
片浜北公園（地区公園） 

 

 

 

門池公園（総合公園） 愛鷹運動公園（運動公園） 我入道公園（牛臥山公園）（風致公園） 
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 ②公園緑地の維持管理状況 
本市の公園緑地にかかる維持管理は、規模・併設施設等にもよりますが、清掃、ゴミ拾

い、草刈り、トイレ清掃、植栽管理等を業務委託しているほか、臨時職員６⼈による巡回
管理を併せて実施しています。費⽤としては平成 28 年度決算で総額 1.17 億円（公園管
理物件費 4.0 千万円＋公園管理事業費 7.7 千万円）を計上しています。 

維持管理費⽤は、⼈件費等の⾼騰もあり、ここ数年増加傾向にあります。 
 

表 公園緑地維持管理委託内容（平成 28 年度実績） 

維持管理項目 対象公園 回数・時間 

施設等 

管理関係 

巡回管理 

（清掃、ゴミ拾い、草刈り、

トイレ清掃、植栽管理等） 

142 公園 
計 1,548 人工 

（１人工：７時間） 

巡回管理 

緒明児童公園 

大川公園 

御浜岬公園 

計 186 時間／年 

計 103 時間／年 

計 215 時間／年 

ゴミ収集  計 292 回／年 

トイレ清掃 11 公園 
１公園あたり５～10 回／月、

計 792 回／年 

トイレ清掃 14 公園 
１公園あたり５～18 回／月、

計 1,187 回／年 

その他、浄化槽清掃、水景施設保守点検なども実施予定 

樹木等 

管理関係 

樹木剪定  15 回 

危険木、支障木除去  ９回 

害虫防除  ２回 

樹木管理  ５回 

除草  ２回 

 

③公園緑地利活⽤状況の整理 
平成 28 年度末時点で 70 団体の公園愛護会が設⽴しております。また、２箇所で指定

管理者制度を導⼊しています。 
⾏為許可等を⾏った件数は平成 28 年度で 397 件、内容としては公園内⾏為許可が 269

件、公園占⽤許可が 99 件、施設設置許可が 20 件となっており、⾏為許可は、イベント
の開催、遠⾜などの学校⾏事、⾃治会等の地域⾏事などについて許可を⾏っています。 

また、防災上の位置づけとしては、指定緊急避難場所に７箇所、広域避難地に２箇所指
定されています。 
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２－２ 沼津市のまちづくり・公園緑地の課題 
 
 本市のまちづくり及び公園緑地の現状から、公園緑地の維持管理・運営管理に関連が深い
ものを抽出し、本プランにおけるまちづくり・公園緑地の課題を整理しました。 
 
（１） 沼津市のまちづくりの課題等 

①第 4 次沼津市総合計画（平成 23 年 3 ⽉） 
  第 4 次沼津市総合計画では、まちづくりの課題と展望として以下の内容を挙げていま
す。 
 

まちづくりの課題と展望 
定住⼈⼝の確保（⼦育て世代や⾼齢者が暮らしやすい居住環境の整備） 
交流⼈⼝の拡⼤（市外からの集客⼒強化） 
環境との共⽣（環境を⼤切にするまちづくりの推進） 
安全・安⼼なまちづくり（⼦どもから⾼齢者まで安⼼・快適に暮らすことのできるまちづくりの推進）

 
②沼津市まち・ひと・しごと創⽣⼈⼝ビジョン・総合戦略（平成 27 年 10 ⽉） 

  本市では、平成 26 年 11 ⽉ 28 ⽇に施⾏された「まち・ひと・しごと創⽣法」に基づ
き、平成 27 年 10 ⽉に沼津市まち・ひと・しごと創⽣⼈⼝ビジョン・総合戦略を策定し
ました。この計画では地⽅創⽣に向けた基本的視点として、以下の内容を挙げています。 

 
地⽅創⽣に向けた基本的視点 

若年層や⼦育て世代の⼈⼝流⼊の促進と⼈⼝流出の抑制 
交通利便性と地域資源の活⽤による交流⼈⼝の拡⼤ 
若い世代の就労・結婚・⼦育てへの不安解消による幸せを感じる暮らしの実現 
地域の特性に即した地域課題の解決 

 
③第２次沼津市都市計画マスタープラン（平成 29 年１⽉） 

  本市では、平成 13 年 3 ⽉に策定した都市計画マスタープランを平成 29 年１⽉に改定
しており、まちづくりの課題として以下の内容を挙げています。 

本プランで対応するまちづくりの課題 
⼈⼝減少・⾼齢化による都市全体の活⼒低下 
中⼼市街地の活⼒低下 
広域交通網の整備とその有効活⽤ 
津波などの災害リスクへの懸念 
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④沼津市緑の基本計画（平成 15 年 6 ⽉） 
  沼津市緑の基本計画では、計画実⾏に向けての課題として以下の内容を挙げています。 
 

本プランの実現に向けての課題 
良好な都市環境形成の基盤となる緑の保全 
定住意識を⾼めるまちの中の緑地整備 
ワークショップ等の実施による市⺠参加型の緑化推進 
緑化推進のしくみづくり 
実現性のある緑地公園施策の誘導 
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（２） 沼津市の公園緑地の維持管理・運営管理の課題 
①様々な市⺠ニーズへの対応 

市⺠の価値観やライフスタイルの多様化に伴い、公園緑地に対する市⺠ニーズが多様化
しています。特に、本市では、都市計画区域の約 67％を農地や⼭林等の⾃然的⼟地利⽤
が占めており、市⺠が⽇常的に⾃然豊かな環境を享受していることから、公園緑地につい
ては、単に豊かな緑を提供する場としてだけでなく、市⺠の⽣活の質を⾼める場として活
⽤することが求められます。 

本市における主な市⺠ニーズとしては、⼦育てがしやすい環境づくりや近い将来の⼤規
模災害発⽣に対する防災機能の強化等があげられます。また、全国トップクラスの健康⻑
寿県である静岡県に位置する本市は、健康⻑寿に寄与する⾷⽣活・運動・社会参加などに
関する市⺠ニーズも⾼いと考えられます。これら「⼦育て」「防災」「健康」「運動」「社会
参加」などの暮らしとの結びつきが強い市⺠ニーズに対しては、⾝近な緑である公園緑地
が重要な役割を果たせると考えられます。 

本市の公園緑地は、都市計画法や沼津市都市公園条例などに基づいて、適切な管理を進
めていますが、公園緑地の利活⽤に関しては規制や取り扱いが画⼀的、制限的となってい
るのが実状であるため、規制緩和や利⽤促進に取り組み、様々な市⺠ニーズに対応してい
くことが重要です。 

 
②コスト縮減と財源の確保 

市内には、設置してから 50 年以上経過している公園緑地が多くあり、⽼朽化が進んで
います。遊具等の改修については、「沼津市公園施設⻑寿命化計画」に基づき、施設の予
防的保全管理を推進し、安全性の確保及びライフサイクルコストの縮減を図っています
が、限られた財源の中で、樹⽊等の管理が適正に⾏えていないため、公園緑地内が暗い・
開放感がないなどの意⾒も寄せられています。 

平成 28 年度の本市の開設公園緑地１㎡あたりの維持管理費は 183.28 円であり、平成
27 年度に⽐べ 3.8％の増額ではありましたが、これは維持管理に携わる⼈件費や委託費
の⾼騰により上昇したためだと考えられます。全国の都市公園にかかる維持管理費はピー
ク時の約 3 分の 2 にまで減少していることを踏まえると、今後、公園緑地の維持管理に対
する予算の増額が⼤きく⾒込めない中で、公園緑地の維持管理に関するコスト縮減や新た
な財源の確保が必要となっています。 

 
③協働に関する体制の強化 

市内の 151 箇所全ての公園緑地を本市の職員が把握し、⼀律に管理を⾏うことは難し
いため、現在は、市内に 70 団体設⽴された公園愛護会との協働により、管理を⾏ってい
ます。 

しかしながら、昨年度実施したアンケートでは、公園愛護会の活動⼈員について、「現
状維持」または「減ると思う」と回答した団体が９割以上あり、主な理由として「⾼齢
化」が挙げられています。今後は公園愛護会に頼らず、幅広い団体が公園緑地の維持管
理・運営管理に協⼒していただける新たな体制づくりや⼈材確保が必要となってきます。
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２－３．沼津市パークマネジメントにおける課題解決の視点 
 

第 4 次沼津市総合計画では、まちづくりの課題と展望として「定住⼈⼝の確保」「交流⼈
⼝の拡⼤」「安全・安⼼なまちづくり」を掲げており、沼津市まち・ひと・しごと創⽣⼈⼝
ビジョン・総合戦略でも同様に「若年層や⼦育て世代の⼈⼝流⼊の促進と⼈⼝流出の抑制」
「交通利便性と地域資源の活⽤による交流⼈⼝の拡⼤」を基本的視点としています。これら
の上位関連計画を踏まえると、「交流⼈⼝の拡⼤」「定住⼈⼝の確保」などが全市的な課題と
して挙げられます。また、地域に密着した課題としては、地域ごとに異なる「地域資源の活
⽤」「地域の特性に即した地域課題の解決」「市⺠参加型の緑化推進」などが挙げられます。 

このようなまちづくりの幅広い課題に加え、公園緑地の維持管理・運営管理の課題である
「様々な市⺠ニーズへの対応」「コスト縮減と財源の確保」「新たな協働体制づくりと⼈材の
確保」を総合的に解決するため、本市のパークマネジメントにおいては、「年間を通したに
ぎわい・交流を⽬指した集客⼒のあるパークマネジメント」「⼦どもから⾼齢者まで様々な
世代が利⽤したくなるパークマネジメント」「地域コミュ⼆ティによる柔軟で楽しいパーク
マネジメント」を 3 つの視点として定め、公園緑地のストック効果をより⾼め、様々な施策
と連携することで、より良いまちづくりや豊かな暮らしの実現を⽬指します。 

なお、公園緑地は、様々なストック効果（公園緑地の存在や利⽤を通して継続的に、⻑期
間にわたり得られる効果）を有しており、本プランにおいても、ストック効果をより⾼め、
相乗効果を発揮することで多様な課題の解決につなげていくことが期待されています。 

 

図 都市公園のストック効果（国⼟交通省ＨＰ）  
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本市のまちづくり及び公園緑地に関する課題に対して、本市のパークマネジメントにおい
て課題解決につなげるための視点を以下に⽰します。 
 

全市的な課題                       地域に密着した課題 

 

【まちづくりの課題】 

 
 
 

【公園緑地の維持管理・運営管理の課題】 

 
 

 

【パークマネジメントによる課題解決の視点】 

 

 

 

【公園緑地のストック効果の活⽤】 

 

 

 
 

 

図 沼津市パークマネジメントにおける課題解決の 3 つの視点  

視点 A 

年間を通したにぎわい・交流を 
目指した集客力のある 

パークマネジメント 

視点 B 

子どもから高齢者まで 
様々な世代が利用したくなる

パークマネジメント 

視点 C 

地域コミュ二ティによる 
柔軟で楽しい 

パークマネジメント 

 
交流⼈⼝の拡⼤ 

中⼼市街地の活性化 

定住⼈⼝確保
転⼊促進による⼈⼝増加 

⾼齢化による都市全体活⼒低下防⽌ 
⼦育てしやすいまちづくり

地域資源の活⽤ 
地域の特性に即した地域課題の解決

市⺠参加型の緑化推進 

様々な市⺠ニーズへの対応 
コスト縮減と財源の確保 

新たな協働体制づくりと⼈材の確保 

健康・レクリエーション空間提供効果 
⽂化伝承効果 
コミュニティ形成効果、 
観光振興効果 
経済活性化効果 

 

健康・レクリエーション空間提供効果 
景観形成効果 
⽂化伝承効果、 
⼦育て・教育効果 
コミュニティ形成効果 

 

防災性向上効果 
環境維持・改善効果 
健康・レクリエーション空間提供効果
⽂化伝承効果 
⼦育て・教育効果 
コミュニティ形成効果 
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（資料１．現⾏の公園緑地の利活⽤状況） 
 

◆公園愛護会の設⽴状況 
  本市では「公園愛護会」を設置し、主に地域の⾃治会（⼀部⽼⼈会など）が参加し、現在

70 団体が公園緑地での清掃等の⽇常的な維持管理作業に協⼒していただいており、報償費
をお⽀払いしています。 

  

表 本市公園愛護会⼀覧 
 公園緑地名 公園愛護会名   公園緑地名 公園愛護会名 

1 香貫公園 香貫公園愛護会  36 日の出公園 日の出公園愛護会 

2 山神道公園 山神道公園愛護会  37 梨ノ木公園 梨ノ木公園愛護会 

3 浅間公園 香貫公園愛護会  38 東原公園 東原公園愛護会 

4 西条公園 西条公園愛護会  39 丸子公園 丸子公園愛護会 

5 山王公園 山王公園愛護会  40 外原公園 外原公園愛護会 

6 
犬塚公園・蛇松緑道 
(真砂町) 

犬塚公園・蛇松緑道 
(真砂町)愛護会 

 41 港口公園 港口公園愛護会 

7 新宿公園 新宿公園愛護会  42 御用邸記念公園 御用邸記念公園 A愛護会 

8 八反庄公園 八反庄公園愛護会  43 御用邸記念公園 御用邸記念公園 B愛護会 

9 高島公園 高島公園愛護会  44 千本浜公園 千本浜公園愛護会 

10 高沢公園 高沢公園愛護会  45 我入道公園 我入道公園愛護会 

11 共栄公園 共栄公園愛護会  46 蛇松緑道(白銀町) 蛇松緑道(白銀町)愛護会 

12 筒井公園 筒井公園愛護会  47 蛇松緑道(市道町) 蛇松緑道(市道町)愛護会 

13 花園公園 花園公園愛護会  48 蛇松緑道(緑町) 蛇松緑道(緑町)愛護会 

14 緑ヶ丘公園 緑ヶ丘公園愛護会  49
旭･宮なかよし公園･ 
蛇松緑道(旭町) 

旭･宮なかよし公園･ 
蛇松緑道(旭町)愛護会 

15 市道公園 市道公園愛護会  50 蛇松緑道(下河原西) 蛇松緑道(下河原西)愛護会 

16 駿河台公園･高砂公園 駿河台･高砂公園愛護会  51 蛇松緑道(下河原団地) 蛇松緑道(下河原団地)愛護会

17 天神公園･堰下公園 天神･堰下公園愛護会  52
蛇松緑道(下河原南)・
下河原 2号公園 

蛇松緑道(下河原南)・下河原
2号公園愛護会 

18 八重公園 八重公園愛護会  53 蛇松緑道(幸町) 蛇松緑道(幸町)愛護会 

19 松沢公園 松沢公園愛護会  54 双葉町公園 双葉町公園愛護会 

20 豊町公園 豊町公園愛護会  55 宮前公園 宮前公園愛護会 

21 高尾台公園 高尾台公園愛護会  56 門池公園 門池公園愛護会 

22 
今沢中央公園・ 
今沢１号公園・ 
今沢２号公園 

今沢団地公園愛護会  57 大久保公園 大久保公園愛護会 

23 西添 1号公園 西添 1号公園愛護会  58 木瀬川坂下公園 木瀬川坂下公園愛護会 

24 西添２号公園 西添２号公園愛護会  59 鮎壺の滝緑地 鮎壺の滝緑地愛護会 

25 伝馬公園・伝馬北公園 大岡団地公園愛護会  60 幸福公園 幸福公園愛護会 

26 小林台公園 小林台公園愛護会  61 町中公園 原町中公園愛護会 

27 大岡駅前公園 大岡駅前公園愛護会  62 一里塚公園 一里塚公園愛護会 

28 東沖公園･東沖西公園 東沖･東沖西公園愛護会  63 下河原 3号公園 下河原 3号公園愛護会 

29 東中公園 東中公園愛護会  64 沼平町公園 沼平町公園愛護会 

30 せせらぎ公園 せせらぎ公園愛護会  65 六軒町公園 六軒町公園愛護会 

31 赤池公園 赤池公園愛護会  66 御浜岬公園 御浜岬公園愛護会 

32 本田町公園 本田町公園愛護会  67 杉崎町 3号公園 杉崎町 3号公園愛護会 

33 昭和公園・東田公園 北今沢公園愛護会  68 岡宮 4号公園 岡宮 4号公園愛護会 

34 北園公園 北園公園愛護会  69 岡宮 2号公園 岡宮 2号公園愛護会 

35 北高島公園 北高島公園愛護会  70 岡宮 1号公園 岡宮 1号公園愛護会 

平成 29 年３⽉末時点 
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◆指定管理者制度の導⼊状況 
  本市では、沼津御⽤邸記念公園、愛鷹運動公園（テニスコート）において指定管理者制

度を導⼊し、⺠間の組織による公園緑地の維持管理・運営管理を実施しています。 
 

【沼津御⽤邸記念公園】 
・指定管理者：呉⽵荘、⽇⽐⾕アメニス共同事業体 
・指定管理期間：平成 28 年４⽉１⽇ 平成 33 年 3 ⽉ 31 ⽇（５年間） 
・管理対象施設等：下表参照 
 

所在地 沼津市下香貫島郷 2802-1 

区分及び 

面積 

沼津御用邸記念公園の供用区域(歴史民俗資料館敷地は除く) 15.6ha 

及び第 4 駐車場(民間用地借地) 

供用開始 昭和 45 年７月１日 

施設構成 

西附属邸 

＜歴史の庭ゾーン＞ 

・当初は、当時の皇孫殿下(昭和天皇)の御用邸であり

改修に際し、素材・デザイン等可能な限り原型に 

忠実に再現し整備を行った。 

・木造平屋建 

・謁見所、御座所、御食堂、御料浴室、御玉突所、 

玄関、中庭、梅園、植栽地 ほか 

東附属邸 

＜交流の庭ゾーン＞ 

・当時の御学問所であり、改修により、市民の文化・

教養活動、研修・交流等の場として利用できるよう

整備した。 

・木造平屋建 

・第一学問所、第二学問所、第三学問所、第四学問所

第五学問所、第六学問所、立札席、管理事務所、 

トイレ、茶室、植栽地 ほか 

本邸跡地 

＜庭園の庭ゾーン＞ 

・当時、皇太子であった大正天皇のご静養のために造

営されたが、戦火により焼失。現在は、海岸、クロ

マツなど、自然景観を生かした散策のできるエリア

として整備されている。 

・喫茶室、休憩所、トイレ、芝生広場、植栽地 ほか

＜サービスゾーン＞ ・駐車場(第 1～4駐輪場)、駐輪場、植栽地 ほか 

＜エントランスゾーン＞ ・管理事務所、植栽地 ほか 
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【愛鷹運動公園】 
・指定管理者：㈱⽇産クリエイティブサービス 
・指定管理期間：平成 28 年４⽉１⽇ 平成 33 年 3 ⽉ 31 ⽇（５年間） 
・管理対象施設等：下表参照 
 

●テニスコート  (沼津市⾜⾼字尾上 201-1) 
面  積 2.0ha 

供用開始 平成 12 年:４面、平成 13年:６面・管理棟、平成 14 年:２面(全 12 面) 

施設構成 

コート 砂入り人工芝 12 面(４ブロック雛壇状分散型) 

照明施設、大会運営棟、観覧席 1,740 席、四阿２基 

避雷針２基、水飲み場２箇所、屋外トイレ１箇所 

管理棟 鉄筋造平屋建 184 ㎡ 

事務室、休憩ホール、会議室、更衣室、シャワー室、

トイレ 

その他 駐車場、駐輪場、植栽地、街路樹ほか 

休 業 日 12 月 29 日～翌年の１月３日 

使用時間 午前９時～午後９時 

利用料金 
沼津市都市公園条例第 15条の９に定める額 

 コート１面２時間につき 一般 1,440 円 

 

●芝⽣広場  (沼津市⾜⾼字尾上 219-1) 
面  積 2.0ha 

供用開始 平成５年:芝生広場、平成７年:駐車場、平成 18 年:園路広場 

施設構成 

芝生園地、園路、樹林地 

ロープ遊具１基、四阿１基、ベンチ９基 

駐車場、街路樹ほか 

利用時間 常時開放 
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◆公園施設管理・設置許可の事例（１） 
  本市では、沼津市⽴少年⾃然の家跡地を活⽤し、“泊まれる公園”をコンセプトとする公

園⼀体型宿泊施設「INN THE PARK」を都市公園法第５条第１項前段に基づき、公園施設
管理及び設置について許可しています。 

 
●INN THE PARK 

施設所在地 沼津市足高字尾上 220-４他 
運営事業者 沼津市足高 220-４ 株式会社インザパーク

事業開始日 平成 29 年９月 23 日 
施設構成 管理棟、宿泊棟（４棟）、付属棟（浴室）、キッチン、テントエリア、 

くずはら、工芸館 
管理許可 ●少年自然の家跡施設・工芸館・キャンプファイヤー場 

・許可期間：平成 29 年４月１日～平成 39 年３月 31 日 

・管理許可面積：少年自然の家跡施設・工芸館（建物周辺敷地を含む）

9,029 ㎡

        キャンプファイヤー場 350 ㎡ 

●くずはら（サニタリー棟として使用） 

・許可期間：平成 29 年５月 15日～平成 39 年３月 31 日 

・管理許可面積：55.4 ㎡ 
設置許可 ●テントエリア 

 ・許可期間：平成 29年５月 15 日～平成 39年３月 31日 

 ・設置許可施設、面積：テント（置き型・吊り型）４張、57.6 ㎡ 

 

 
出典：「INN THE PARK」公式ホームページ   
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◆公園施設設置許可の事例（２） 
  本市の中⼼部を流れる狩野川沿いの⽔辺空間や⾃然環境を利⽤したランニングやウォー

キングを促すとともに、市街地やその周辺の情報を発信することで、地域の多様な魅⼒を
PR し、来街者の増加、回遊性の向上を⽬指すことを⽬的に、中央公園に「沼津ランニング
＆スキルズステーション」を都市公園法第５条第１項前段に基づき許可しています。 

 
●沼津ランニング＆スキルズステーション 

施設所在地 沼津市大手町４丁目 185－４ 

運営事業者 沼津市大岡 2133-54 株式会社 M’ｓPLANNING 

事業開始日 平成 22 年７月 17 日 

施設構成 更衣室、シャワーブース、トイレ、休息スペース（観光・まちの情報提供、カフ

ェ機能） 

設置許可 許可期間：平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日 

設置許可施設・面積：鉄骨造平屋建て 57.96 ㎡ 

 

 

沼津ランニング＆スキルズステーション
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◆「まちづくり戦略会議」の開催 
本市では、第２次沼津市都市計画マスタープランで⽰した中⼼市街地のまちづくりにつ

いて検討するため、有識者委員及びオブザーバーとして関係機関を加えた「まちづくり戦
略会議」を開催しています。 

「まちづくり戦略会議」における検討テーマは下記の３点であり、その内、「既存の空間
ストックの有効活⽤」、「周辺の地域資源の活⽤のあり⽅」が公園緑地に関わる検討テーマ
となっています。 
 

●「まちづくり戦略会議」検討テーマ 

○沼津駅周辺総合整備事業の実施による駅周辺の都市機能のあり⽅ 

○既存の空間ストックの有効活⽤ 

○周辺の地域資源の活⽤のあり⽅ 
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（資料２．現⾏の公園緑地・緑化関連の各種事業） 
 
（１） 公益財団法⼈静岡県グリーンバンクの事業 

①定期配布事業 
  実施箇所の近隣住⺠ 2 名以上で構成されている地域の団体を対象に、種⼦等（草花の種

⼦・球根、緑化⽊苗⽊）の緑化資材の配布を実施しています。 
※苗⽊は春配布のみ、その他⽵炭等の資材配布 

 
②緑化グループ⽀援事業 

  会員 5 名以上、会の規約に基づき組織として確⽴している緑化ボランティア団体を対象
に、緑化活動や交流事業の補助として、初年度に 9 万円、2 5 年度に 18 万円、6 10 年
度に 13 万 5 千円を限度に補助しています。また、コンクールに参加する場合は 2 万円を
限度に上乗せ補助を実施しています。 

 
③景観づくり団体⽀援事業 

  会員 10 名以上で、今後 5 年以上継続し、市町の同意する緑化計画を実施することがで
きると認められる緑化ボランティア団体等の経費を補助しています。 

  １団体あたり 5 年間で 150 万円を限度としています。 
 

④園児対象の花育事業 
  園児たちが、⼟や草花に触れる体験を通して緑との関わりや優しい⼼を育むことを⽬的

に開催する「花育教室」等の経費を補助します。 
※あらかじめ「申請書」を提出し、主催する保育⼠のために開催する「説明会」への参加

が条件となります。 
 

⑤住⺠参加による園庭芝⽣化モデル事業 
  幼稚園、保育園等の施設管理者を対象に、幼稚園・保育園の園庭芝⽣化を住⺠参加で実

施するための資材や管理備品購⼊費を補助する事業です。限度額 100 万円とし、⼟壌改良、
散⽔設備の場合は限度額 150 万円として⽀援を⾏っています。 

 
⑥芝⽣管理活動⽀援事業 

  会員 5 名以上の緑化ボランティア団体を対象に、地域の団体が⾏う公園緑地などの芝⽣
地を維持管理するための経費を⽀援する事業です。限度額は 10 万円とし、芝刈機、散⽔
装置等整備の場合は限度額 35 万円までを⽀援してます。 
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（２）沼津市の事業 
①花の種⼦配布事業 

  事前に植栽箇所の関係者の承諾を得た上で、公共空間や地域花壇などに利⽤される⽅を
対象に、サルビア・マリーゴールド・コスモス・ケイトウ等の種⼦を配布しています。 

 
②花苗配布事業 

  市⺠との協働による花と緑にあふれたまちづくりを進め、緑豊かな公共空間の創出を図
るため、花いっぱい運動を展開しています。 

  その事業の⼀つとして、地域がそれぞれのアイデアを⽣かした花壇づくりにより、市⺠
が憩い集う空間づくりを⽀援する⽬的で花苗の配布を⾏っています。 

  公共の公園緑地、広場、学校、病院、街路、⼀般に開放されている公共性の⾼い空間など
の公共空間や地域花壇に花苗を植栽する団体（⾃治会や公園愛護会、企業ボランティア、
地域ボランティアなど）を対象とし、⾃治会を通じて申請を⾏います。 

  平成 28 年度は全 209 団体、約 38,000 株の花苗（マリーゴールド・モスローゼ）を配
布しています。 

 
 
 
 
 
 

出典：本市ホームページ   
 

③⺠間⽀援まちづくりファンド事業 
  地域に⼈のつながりを⽣み出す取組み、その拠点となる交流の場づくりなど、⺠間が主

体となった「まちづくり活動」や「まちづくりに資する施設整備等」に係る経費の⼀部を⽀
援する制度です。 

  採択された事業は、「広報ぬまづ」「本市ホームページ」「起業×まちづくり×沼津Ｆａｃ
ｅｂｏｏｋ」を活⽤して、市⺠に開催案内、参加者募集等の情報発信を⾏うことができま
す。 

  ソフト部⾨のスタート⽀援型事業、ステップアップ型事業、ハード部⾨の施設整備事業、
プロモーション⽀援事業があり、平成 28 年度は 20 の事業が採択され、実施されていま
す。 

  公園緑地や緑の空間に関連する事業としては以下のような事業が採択されました。 
〇狩野川 ＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＡ（⽔辺の⾳楽祭） 

    〇森づくり・公園づくり事業（⾹貫⼭） 
    〇⾥⼭保育事業 

〇もっと沼津を知ろう！こどもネイチャースクール 
〇ふるさとの川と森を守れ！ 灰塚川「千年の森」づくり 
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④マネジメント型まちづくりファンドの設⽴ 
  遊休化した⺠間及び公共の不動産を活⽤し、リノベーション⼿法により地域の価値を⾼

める「リノベーションまちづくり」を推進しており、⺠間のまちづくり事業を⽀援する新
たなファンド「ぬまづまちづくりファンド有限責任事業組合」が、沼津信⽤⾦庫、国⼟交通
省及び（⼀財）⺠間都市開発推進機構の連携により、平成 29 年度に設⽴されました。 

  このファンドは、国⼟交通省と（⼀財）⺠間都市開発推進機構が、各地域の課題を解決
するリノベーション等による⺠間まちづくり事業を⽀援するため設⽴した「マネジメント
型まちづくりファンド⽀援事業」の全国第１号案件となります。 

 

 

出典：MINT 機構ホームページ   
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 ⑤緑化イベント 
  本市では、毎年緑化推進の普及や啓蒙活動等として、年間を通して緑化に関するイベン

トを実施しています。 
以下に平成 28 年度に実施された緑化イベントを⽰します。 

 
表 平成 28 年度緑化イベント 

⽉ ⾏事名 ⽇時 会場 内容等 

4 ⽉ 第 87 回みどりまつり 

4 ⽉ 23 ⽇（⼟） 
4 ⽉ 24 ⽇（⽇） 

キラメッセぬまづ
多⽬的ホール 3 

⼈気店による花や緑の各種体験教
室、園芸市、地場産品市、抽選会、
緑のオークション、花や緑に関す
る展⽰、緑の相談窓⼝、飲⾷コーナ
ー等

4 ⽉ 
緑の募⾦街頭 
キャンペーン 

4 ⽉ 28 ⽇（⽊） 沼津駅南⼝周辺 ＰＲグッズの配布 

6 ⽉ 初夏の寄せ植え教室 6 ⽉ 9 ⽇（⽊） 
千本プラザ多⽬的
ホール 

初夏に咲く花を使った寄せ植え教
室

6 ⽉ 
花いっぱい 
キャンペーン 

6 ⽉ 25 ⽇（⼟） 中央公園 
各種講習会、花苗・花の種・バーク
堆肥の無料配布、ＰＲグッズの配
布

7 ⽉ 
夏の涼を演出する苔⽟
の製作とミニ観葉植物
の寄せ植え教室 

7 ⽉ 7 ⽇（⽊） 
千本プラザ多⽬的
ホール 

苔⽟製作と観葉植物の寄せ植えの
豪華 2 本⽴ての教室 

10
⽉ 

親⼦ハロウィン寄せ植
え教室 

10 ⽉ 8 ⽇（⼟） 
千本プラザ多⽬的
ホール 

親⼦（市内在住の⾼校⽣以下とそ
の保護者）で、ハロウィンを飾る寄
せ植え作成

11
⽉ 
 

第 88 回 みどりまつり 
11 ⽉ 19 ⽇（⼟）
11 ⽉ 20 ⽇（⽇） 

キラメッセぬまづ
多⽬的ホール 2 

⼈気店による花や緑の各種体験教
室、園芸市、地場産品市、抽選会、
緑のオークション、花や緑に関す
る展⽰、緑の相談窓⼝、飲⾷コーナ
ー等

親⼦クリスマス寄せ植
え教室 

11 ⽉ 19 ⽇（⼟） 
キラメッセぬまづ
多⽬的ホール 2 

親⼦（市内在住の⾼校⽣以下とそ
の保護者）で、クリスマスを飾る寄
せ植え作成

12
⽉ 

正⽉⽤寄せ植え教室 12 ⽉ 8 ⽇（⽊） 
千本プラザ多⽬的
ホール 

正⽉⽤に松⽵梅を使った盆栽⾵寄
せ植え教室

2 ⽉ 
ハンギングバスケット
教室 

2 ⽉ 16 ⽇（⽊） 
千本プラザ多⽬的
ホール 

壁掛けタイプのスリットバスケッ
トに株苗植え込み 

出典：本市ホームページ  
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⑥ぬまづまちピカ応援隊 
  道路、公園緑地等の公共施設において、市⺠が⾃発的に⾏う環境美化活動を⽀援する制

度です。主な活動内容として、ごみ拾い等の清掃活動、植栽・花壇の⼿⼊れ及び除草、その
他市⻑が認めた活動を実施しています。 

 
表 ぬまづまちピカ応援隊 参加団体⼀覧 

No 団体名 主な活動公園緑地 合意締結⽇ 

1 中央公園ラジオ体操友の会 中央公園 H26.5.23 

2 拓南地域奉仕隊 愛鷹運動公園 H26.5.23 

3 ㈱イズラシ ⾨池緑地 H26.5.23 

4 サンセイターミナル物流㈱ ⾨池緑地 H26.5.26 

5 ⾹貫⼭影奉仕 ⾹貫⼭ H26.5.30 

6 ぬまづ⽵炭⼯房 愛鷹運動公園 H26.7.7 

7 環境整備「森と⽵で健康クラブ」 愛鷹運動公園 H26.7.7 

8 富⼠通㈱沼津⼯場 千本浜公園 H26.7.9 

9 万年⻘⼤学 ⾹貫公園 H26.7.23 

10 ひまわりお掃除隊 ⾹貫公園 H26.11.6 

11 ⽮崎エナジーシステム㈱沼津製作所 ⼤岡駅前公園 他 H27.6.1 

12 関東⽇本フード㈱南関東事業部 富⼠営業部 沼津港花壇 H27.6.9 

13 かんがるー隊 ⽚浜北公園 H27.8.31 

14 
愛鷹保育園放課後⼩学１年⽣クラブ 
「てんとうむし」 ⽬⿊⾝北公園 H27.11.19 

15 三明寺 ⾨池周辺 H27.12.28 

16 ⼤和ハウス⼯業㈱沼津⽀店 千本浜公園 H28.7.4 
 

平成 29 年３⽉末時点 
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第３章 パークマネジメントのあり⽅ 
 
３－１．⽬指すべき公園緑地の姿 
 
 
 
 
  これからの本市の公園緑地は、多様なストック効果を⽣かして、地域が求める様々なニ

ーズに対応することで、市⺠の皆さんがより柔軟に利活⽤できるパークマネジメントの実
現を⽬指します。 

本プランは、皆さんが⽇常的に公園緑地の維持管理・運営管理に深く関わることで、豊
かなライフスタイルの確⽴、良好な地域コミュニティの形成など、魅⼒あふれる暮らしを
先導する公園緑地の姿を⽬指します。 

そのため、公園緑地に求められる「楽しく使いこなせる公園緑地」「みんなの舞台となる
公園緑地」の実現を⽬指します。 

 
 

楽しく使いこなせる公園緑地 

 
多くの⼈が柔軟に使いこなせることで、暮らしのニーズに公園緑地が応え、地域の愛

着を育て、暮らしやすさを向上させます。 
 

 
みんなの舞台となる公園緑地 

 
⼈々が集い、交感し、つながりや創造を⽣む空間とすることで、趣味や興味が広がると

ともに、新しいことを⽣み出す地域の魅⼒を創出し、暮らしを豊かにします。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

公園緑地からはじめる 魅力あふれる沼津の暮らし 
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３－２．パークマネジメントの３つの視点 
 
  本市では「公園緑地からはじめる 魅⼒あふれる沼津の暮らし」の実現を⽬指していく

ため、前章で⽰した課題解決の３つの視点で本市のパークマネジメントを推進していきま
す。 

 

 
 

 
多様な主体による多彩で柔軟な公園緑地の利活⽤の実践によって、市内外より⼈を集め、

休⽇はもとより、平⽇まで年間を通したにぎわいや交流を創出する維持管理・運営管理の
視点でパークマネジメントを推進します。 

また、まちなかにあるなど集客要素としてのポテンシャルを⽣かして、企業などの⺠間
事業者や市⺠活動団体などによる積極的なパークマネジメントへの参画を促進することで
交流⼈⼝の増加等が期待できます。 

 
 
【視点 A によるパークマネジメントのイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「沼津⾃慢フェスタ」（中央公園）        「こいのぼりフェスティバル」（港⼝公園） 

  

視点 A 年間を通したにぎわい・交流を目指した集客力のあるパークマネジメント 
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⼦どもや⼦育て世代、⾼齢者など、様々な世代のニーズへの対応がなされ、活発な公園

緑地利⽤が図られるなど、暮らしの満⾜度向上に繋げていく維持管理・運営管理の視点で
パークマネジメントを推進します。 

また、公園緑地そのものを地域の魅⼒を⾼める資源ととらえ、それぞれの公園緑地が個
性ある魅⼒づくりを⾏うことで、公園緑地を通じて地域そのものへの誇りや愛着の醸成に
繋げていくことができます。 

 
 
【視点 B によるパークマネジメントのイメージ】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

公園内の特徴的資源の活⽤（⾼沢公園）       ⼦どもが安⼼して遊べる場（⻄添 1 号公園） 

  

視点 B 子どもから高齢者まで様々な世代が利用したくなるパークマネジメント 
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  公園緑地を舞台に、公園愛護会の他、⾃治会やコミュニティ推進委員会、地域の市⺠活

動団体などが、地域の特性を⽣かして⾃主的に取組む活動を⽀援するなど、⽀えあう地域
づくりや住みよい地域づくりへつなげる視点でパークマネジメントを推進します。 

また、園内施設の⽼朽化に伴う施設の更新に際し、地域住⺠をはじめとする利⽤者のニ
ーズに合った施設のリニューアルも検討していきます。 

 
 
【視点 C によるパークマネジメントのイメージ】 
 
 

 

 

 

公園内の花壇の維持管理         公園の芝刈り        地域のイベント開催 

 

  

視点 C 地域コミュ二ティによる柔軟で楽しいパークマネジメント 
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３－３．パークマネジメントのあり⽅ 
 
  ここまでに整理した「⽬指すべき公園緑地の姿」と「パークマネジメントの３つの視点」

を踏まえて、本プランを展開します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 パークマネジメントのあり⽅ 

 

 

 

 

みんなの舞台となる 

公園緑地 

趣味や興味が広がるとともに、

新しいことを生み出す 

地域の魅力を創出し、 

暮らしを豊かに 

 

 

 

 

楽しく使いこなせる 

公園緑地 

暮らしのニーズに 

公園緑地が応え、 

地域の愛着を育て、 

暮らしやすさを向上 

A 年間を通したにぎわい・交流を目指した集客力のあるパークマネジメント

B 子どもから高齢者まで様々な世代が利用したくなるパークマネジメント 

C 地域コミュ二ティによる柔軟で楽しいパークマネジメント 

公園緑地からはじめる 魅力あふれる沼津の暮らし 

︻
パ
ー
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
３
つ
の
視
点
︼ 
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第４章 パークマネジメントプランの展開⽅針 
 
４－１．パークマネジメントプラン展開に向けた課題 
 
  パークマネジメントの３つの視点で公園緑地の維持管理・運営管理を展開していくにあ

たり、実現するための課題を市⺠視点と事業者等の視点から整理し、課題を解決するため
のパークマネジメントの展開⽅針を設定します。 

 
（１）市⺠視点での課題 
  市⺠視点での課題を把握するために、パークマネジメントの３つの視点に合わせて、ワ

ークショップと市⺠アンケートを実施しました。 
 
（a）ワークショップ概要 
  パークマネジメントの３つの視点で、それぞれモデルとして選定した公園において、利

⽤者や公園緑地でのイベント運営経験者などと意⾒交換するワークショップを平成 28 年
度に各３回実施し、それぞれの視点に沿って具体的に公園緑地の維持管理・運営管理を実
施していく上での課題を整理しました。 

  ワークショップの概要を以下に整理します。 
 
 モデル A モデル B モデル C
パークマネ
ジメント 
の視点 

年間を通したにぎわい・交
流を⽬指した集客⼒のある
パークマネジメント 

⼦どもから⾼齢者まで様々
な世代が利⽤したくなるパ
ークマネジメント

地域コミュ⼆ティによる柔
軟で楽しいパークマネジメ
ント

対象公園 中央公園 ⾼沢公園 豊町公園
参加者 公園緑地でのイベント等活

動実績のある⽅ 
近隣の商店街関係者 
商⼯会議所関係者等 

公園利⽤者、 
地元住⺠ 
⼦育て施設関係者等 

⾃治会関係者 
地元住⺠等 

WS の 
様⼦ 
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（b）市⺠アンケート概要 
  本プランの策定にあたり、平成 28 年 5 ⽉から 7 ⽉までの期間で市⺠を対象にアンケー

ト調査を実施しました。その中から具体的にパークマネジメントを実施していく上での課
題を整理しました。 

  アンケートの概要を以下に整理します。 
 
 モデル A モデル B モデル C
パークマネ
ジメント 
の視点 

年間を通したにぎわい・交
流を⽬指した集客⼒のある
パークマネジメント 

⼦どもから⾼齢者まで様々
な世代が利⽤したくなるパ
ークマネジメント

地域コミュ⼆ティによる柔
軟で楽しいパークマネジメ
ント

アンケー
ト概要 

利⽤者が多い公園緑地を対
象とした利⽤者動向調査 

⼦育て世代を対象とした公
園緑地に関する調査

公園愛護会活動についての
調査

主な課題 豊かな⾃然の確保、トイレ
の適切な維持管理、多世代
交流や遊びができる運営管
理 

安全の確保、豊かな⾃然の
確保、軽スポーツが⾃由に
できる運⽤、トイレの適切
な維持管理、遊びができる
運営管理 

公園愛護会等マネジメント
組織への権限委譲（⾏為許
可等）や⽤具・飲み物の提
供 

 

（２）事業者等の視点からの課題 
  パークマネジメントを展開していくにあたり、これまでの公園緑地の維持管理や運営管

理に関し、その課題について関係者へのヒアリングと平成 28 年度に実施した実証実験に
参加した事業者へのアンケートにて整理しました。 

 
（a）維持管理上の課題 
  維持管理上の課題としては、⼈件費等の⾼騰から委託業務の質や委託できる業務量が減

っており、限られた予算の中で、適切な維持管理に努めているものの、⼗分な対応が難し
いことが挙げられます。また、公園緑地⾃体も設置から 50 年以上経過しているものが増
加しており、⽼朽化した施設の維持管理も問題となっています。 
 

（b）窓⼝対応からみた課題 
  窓⼝対応についても維持管理に関する依頼が多く、本市としても早急な対応に努めてい

ますが、限られた予算と⼈員の中で緊急性の⾼いものから対応しているため、⼗分に対応
しきれていない場合もあります。 
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（c）実証実験における課題 
  本市では⺠間活⼒の導⼊により、にぎわいや地域の活性化、レクリエーションの場とし

て、新たな公園緑地利⽤の可能性を探ることを⽬的として、様々なイベントや販売⾏為な
どの活動を園内で実施してもらう実証実験を平成 28 年度に⾏いました。 

  実証実験は中央公園、⾨池公園の２箇所において以下の内容で実施し、各事業者へのア
ンケートから公園緑地でのイベント活動における課題を整理しました。 

 
＜実証実験の内容＞ 

◆中央公園 
期間：平成 29 年１⽉ ３⽉ 平⽇７時 ９時（⼀部 10 時） 
内容：⺠間事業者によるイチゴ⻘果・イチゴスイーツ及びドリップコーヒーの販売 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆⾨池公園 
期間：平成 29 年３⽉ 15 ⽇ 10 時 13 時 30 分 
内容： 市内のママさんグループによる「⼿作り市 ⾨池フェス」の開催 
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（３）課題の整理 
  上記のワークショップ、アンケート、ヒアリング等で整理したパークマネジメントを展

開に向けた市⺠視点と事業者等の視点の課題を以下に整理します。 
 

A 年間を通したにぎわい・交流を⽬指した集客⼒のあるパークマネジメント 
 

◆現在の状況（中央公園） 
中央公園を中⼼に「Music＆Art Festival」や「沼津⾃慢フェスタ」など⼤規模なイベントの
開催実績があり、広域からの集客⼒を⽣かしたにぎわい・交流を実現しています。⼀⽅、イ
ベント時はにぎわっている中央公園も、平⽇は閑散としている事が多く、年間を通したにぎ
わい・交流の実現にはまだ⾄っていません。 
  
◆実現のための課題 

課  題 主な意⾒ ※事業者等の視点での課題は⻩⾊着⾊ 

広 域 か ら
の 集 客 に
お け る 課
題 

集客・交流の 
テーマ設定 
 

広く集客⼒のある基本テーマが必要／同じテーマに興味があ
る⼈が⼀緒に活動できる場所が必要／⼈が集まる場所には
「⾷」が必要／沼津の特⻑を⽣かしたイベント開催
単独での出店は集客に限界がある。⽉１回程度、複数の店舗
が集まる「マルシェ」的な⽅法やイベント時の出店でないと、
集客できない／天候により利⽤者が変動する

上質な空間やサー
ビスの提供 

おしゃれ感がある事が重要／座っていい場所・座りたくなる
場所が必要／治安の良さ／豊かな⾃然の確保／トイレの適切
な維持管理 
イベントを開催するにあたり、電源と給排⽔設備がないと不
便である／需要はあるが、気軽に休めるテーブルや椅⼦が⽤意
されていないので敬遠されている可能性がある

にぎわい・交流の
場の PR と情報発
信 

⾏けば何かあると思わせる情報発信が必要／公園イベントを
ＰＲする場所を数多く創出／イベント・プログラムスケジュ
ールの周知／発信⼒の強い⼈や団体との連携／⼦どもから⾼
齢者まで多世代交流ができる公園が必要

アクセス性の向上 駅や⺠間駐⾞場との連携／公園までの効果的な案内／駐⾞場
の充実 

周辺の事業者との
連携によるまちの
にぎわいづくり 

にぎわいや消費活動の周辺への波及／周辺の事業者・施設と
の連携／地域の活性化 

⺠ 間 参 ⼊
に お け る
課題 

⺠間参⼊のための
情報発信 

公園での活動実績やできることの⾒える化／公園利活⽤ノウ
ハウの蓄積と発信 

柔軟な公園緑地ル
ールの設定 

営利⽬的活動の条件付き許可／明⽂化する箇所と協議で決め
られる箇所を区分／段階的な更新によるブラッシュアップ 

簡単でスムーズな
⼿続き 

許認可の窓⼝や周辺住⺠・⾃治体等への周知の⼀本化／簡単
な申請⽅法の導⼊ 
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課  題 主な意⾒ ※事業者等の視点での課題は⻩⾊着⾊ 

継 続 的 な
利⽤・運営
に お け る
課題 

⽇常利⽤者の確保 周辺とのつながりの確保（動線・案内）／⾊んな⼈が気軽に
集まれる／利⽤頻度が⾼い⼈にメリットがある制度を創出／
平⽇の利⽤促進 

運営体制づくり ⺠間と⾏政の協働によるパークマネジメントに関する話し合
い・相談の場が必要／⺠間と⾏政のパイプ役が必要／イベン
ト実践者や専⾨家がパークマネジメントにアドバイスできる
仕組み／⾏政に公園利⽤を推進する部署が必要／定期的な活
動のチェックと改善

 
 
 

B ⼦どもから⾼齢者まで様々な世代が利⽤したくなるパークマネジメント 
 

◆現在の状況（⾼沢公園） 
広場のある公園などで地域の⾼齢者の⽅などがグランドゴルフを⾏ったり、周辺の企業などの
社員が昼休みにサッカーを楽しんだりする姿が⾒られます。また施設の⽼朽化がみられるもの
の、公園には⼦どもたちに⼈気の遊具が設置されており、ＳＬや桜など、公園や地域の印象を
特徴づける魅⼒的な資源を有しています。 
  
◆実現のための課題 

課  題 主な意⾒ ※事業者等の視点での課題は⻩⾊着⾊ 

安 全 ⾯ に
お け る 課
題 

防犯⾯への対応 ⽊が多くて暗い／植え込みが鬱蒼として外から公園の内部が⾒
えない／⼈が近づきにくい／解放感がない／⾵通しが悪い／公
園内に死⾓が多い／遊んでいる⼦どもを⾒守れる場所が欲しい

施設等の 
安全確保 

遊具の素材が固い／⽼朽化していて危険／⼦どもが安⼼して遊
べるスペースが欲しい／安全の確保
設置してから 50 年以上経過している公園が多く、公園⾃体の⽼
朽化が進んでいる／利⽤者の使⽤状況が悪い（可能性が⾼い）

環 境 ⾯ に
お け る 課
題 

公園緑地内の清掃 ゴミ、タバコ、空き⽸を捨てる⼈がいる／トイレが汚い／落ち葉の
掃除が⼤変／野良ネコのフンなどにより汚れている 
トイレの適切な維持管理
公衆トイレ清掃や樹⽊剪定等の委託業者の質（作業内容）が低下し
ている／トイレに関する苦情が多い（排⽔のつまり・⽔が⽌まらな
い・汚い） 

樹⽊や花壇の適切
な維持管理 

古い⽊がある／⾒通しが悪い原因になっている／桜がキレイ／
⾊々な樹⽊があり季節感を感じる／四季が楽しめる／⼩学校の
授業で観察している／⽊陰ができる／樹⽊の維持管理が⼤変／
切る⽊と残す⽊をみんなで考えたい／豊かな⾃然の確保
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課  題 主な意⾒ ※事業者等の視点での課題は⻩⾊着⾊ 

環 境 ⾯ に
お け る 課
題 

樹⽊や花壇の適切
な維持管理 

公園等の樹⽊の維持管理について、⼈件費が⾼騰しているため、
市⺠からの依頼（要望）があっても対応しきれていない／樹⽊
（公園内・街路樹）の剪定、草刈りの依頼が多い⇒直営（職員・
現業）や委託業者で対応するものの、依頼（苦情）に追いつか
ない状況が続いている 

施 設 ⾯ や
利 ⽤ ⾯ に
お け る 課
題 

魅⼒的な遊び場の
確保 

⾯⽩い遊具があるとよい／プレーリーダーをおきたい 
軽スポーツが⾃由にできる運⽤／トイレの適切な維持管理、遊
びができるパークマネジメント

休憩施設の確保 座って休むところがない／ベンチが少ない／古くて座れない／
芝⽣広場などでくつろぎたい／屋根のある休憩施設が欲しい／
井⼾端会議ができる場所が欲しい

ユニバーサルデザ
インの導⼊ 

段差が多い／⾞椅⼦で利⽤できるトイレが欲しい／おむつ替え
ができる場が欲しい 

公園緑地の案内 公園の⼊⼝に案内板が欲しい／樹名板があるとよい 

魅⼒的な資源の活
⽤ 

ほかの公園にはない施設（SL）があるので⽣かしたい／桜がき
れいなので桜まつりをしたい／ライトアップ 

運 営 ⾯ に
お け る 課
題 

利⽤ルールの設定 ⾼齢者がグランドゴルフで使っているので⼦どもが広場で遊べ
ない／公園でカフェをしたい／⾊々なことに使いたい／利⽤の
ための⼿続きや届出を簡単にして欲しい

実⾏⼒のある運営
体制づくり 

⾃治会の仕事量が多く負担が⼤きい/公園愛護会メンバーが⾼
齢化している/⾃治会組織のみでは維持管理・運営管理が難しい
／イベントなど⽬的に応じた実⾏部隊があるとよい
遊具については、年２回職員及び業者により点検を⾏っており、
問題があれば修繕や更新を⾏うことになっているが、地元住⺠
の協⼒（報告）があればスムーズに物事が運べる
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C 地域コミュ⼆ティによる柔軟で楽しいパークマネジメント  
 
◆現在の状況（豊町公園） 
⾃治会を中⼼とした公園愛護会活動が活発であり、芝刈りや清掃などの維持管理や花育てや
イベントなどの運営管理など、地域コミュニティによる維持管理・運営管理が進んでいます。

なお、本市内には現在 70 団体の公園愛護会が設⽴されており、公園愛護会を対象とした
活動に対するアンケート調査結果(平成 28 年 6 ⽉実施)では、回答した団体の約 50％の団体
に主体的な維持管理・運営管理に対して肯定的な意⾒をいただいています。
  
◆実現のための課題 

課  題 主な意⾒ ※事業者等の視点での課題は⻩⾊着⾊ 

活動の
担い⼿
確保に
おける
課題 

担い⼿となる 
⼈材育成 

⼗分な備品を揃えられない(報償⾦不⾜)／⽤具置き場不⾜／地域の
活動の参加者は⼀部のみで、参加メンバーがほぼ固定されている/役
員任せで関⼼がない⼈が多い／新しい活動を企画するには⾃治会の
任期が短い／公園愛護会の活動主体の 8 割が⾃治会等の地縁コミュ
ニティで構成されている（有志は 1 割程度）／⾃治会の仕事量が多く、
⼿が回らない／⾼齢化や⼈⼝減少による⼈⼿不⾜/共働き世帯が多
く、時間に余裕がない 

地域の
合意形
成の課
題 

地域とのス ム
ーズな調整 

地域のイベントを開催することに対して反対する⼈もいる／関⼼が
ない⼈が多い／騒⾳／⾃治会役員との調整が必要／⼈数の問題では
なく、やる気のある集団であることが⼤事
維持管理（草刈り等）に関し、公園愛護会と委託業者との⽇程調整等
がうまくいかず効率的な維持管理ができていない

⾃主的
な維持
管理・
運営管
理にお
ける課
題 

個⼈の負担 に
ならない仕 組
みづくり 

未経験者が新しく活動を始めるのは難しい／地域の⼈が参加しやすい企
画や楽しみながら参加できる仕掛けが必要である／役員は事前準備や⽚
付けをしなくてはいけない／現状の⾃治会活動が多忙で対応できない 

⾏政との 
役割分担 

積極的に維持管理・運営管理に関わるほど、事故などが発⽣した際な
どの責任が増える 

備品などの 
管理⽅法 

活動費⽤や備品の管理を⾏う必要がある／備品などの保管場所を確
保する必要がある 

資⾦の 
確保⽅法 

資⾦があれば準備の時間や⼿間が軽減できる／報償⾦、⾃治会費以外
の資⾦集めがあると良い／活動を継続していくためには資⾦が必要
／報償⾦が増えれば、清掃のための備品の購⼊や、清掃後に飲み物を
参加者に提供できる 

市への届出の 
簡素化 

維持管理・運営管理について⾃主的に企画する度に市へ申請や届け出を⾏
うのが⾯倒⇔申請や届け出をすることにより良い意味での緊張感がある 
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４－２．パークマネジメントプランの展開⽅針 
前項で整理した市⺠及び⾏政の視点による多様な課題に対して、より多くの課題を解決

し、多様化する住⺠ニーズに柔軟に対応していくための⽅策として「パークマネジメント
の展開⽅針」を設定します。 

 
（１）展開⽅針の設定 
  展開⽅針は３つの視点別に各課題を解決するために以下のように設定します。そして各

⽅針を実現するための具体的な取り組みとして、「実施メニュー」及び「推進⽅策」を設定
します。 

 

① 多様な活動が気軽にできる仕組みづくり 

② 地域コミュニティとの協働によるパークマネジメントの推進 

③ 公園緑地の魅⼒を引き出す⺠間の取り組み⽀援  

④ 市⺠主体のパークマネジメントのサポート体制づくり 

⑤ パークマネジメントに関する情報発信の充実  

⑥ パークマネジメントの可能性を広げるための連携 

 
  課題と展開⽅針の関係については次ページに⽰します。 
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■課題と展開⽅針の対応 
 

【課  題】 
A 年間を通した
にぎわい・交流を
⽬指した集客⼒の
あるパークマネジ
メント   

広域からの集客における課題 集客・交流のテーマ設定 
上質な空間やサービスの提供 
にぎわい・交流の場の PR と情報発信 
アクセス性の向上 
周辺の事業者との連携によるまちのにぎわいづくり 

⺠間参⼊における課題 ⺠間参⼊のための情報発信 
柔軟な公園緑地ルールの設定 
簡単でスムーズな⼿続き 

継続的な利⽤・運営における課題 ⽇常利⽤者の確保 
運営体制づくり 

 
B ⼦どもから⾼
齢者まで様々な世
代が利⽤したくな
るパークマネジメ
ント 

安全⾯における課題 防犯⾯への対応 
施設等の安全確保 

環境⾯における課題 公園緑地内の清掃 
樹⽊や花壇の適切な維持管理 

施設⾯や利⽤⾯における課題 魅⼒的な遊び場の確保 
休憩施設の確保 
ユニバーサルデザインの導⼊ 
公園緑地の案内 
魅⼒的な資源の活⽤ 

運営⾯における課題 利⽤ルールの設定 
実⾏⼒のある運営体制づくり 

 
C 地域コミュ⼆
ティによる柔軟で
楽しいパークマネ
ジメント 

活動の担い⼿確保における課題 担い⼿となる⼈材育成 
地域の合意形成の課題 地域とのスムーズな調整 
⾃主的な維持管理・運営管理にお
ける課題 

個⼈の負担にならない仕組みづくり 
⾏政との役割分担 
備品などの管理⽅法 
資⾦の確保⽅法 
市への届出の簡素化 

図 課題と展開⽅針の対応

 

【展 開 ⽅ 針】 

① 多様な活動が気軽にできる仕組みづくり 

 

② 地域コミュニティとの協働によるパークマネジメントの推進 

 

③ 公園緑地の魅⼒を引き出す⺠間の取り組み⽀援 

 

④ 市⺠主体のパークマネジメントのサポート体制づくり 

 

⑤ パークマネジメントに関する情報発信の充実 

 

⑥ パークマネジメントの可能性を広げるための連携 
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（２）パークマネジメントプランの展開⽅針 
  設定された６つのパークマネジメントプランの展開⽅針について、各展開⽅針の考え⽅、

実現するための実施メニュー、具体的なアクションプランを次のように位置づけます。 

 

展開⽅針１：多様な活動が気軽にできる仕組みづくり  

市⺠の皆さんによる柔軟な維持管理・運営管理を実現するために、”公園緑地を使いこ
なすためのポイント”、”活動するまでの流れ”、”活動において守るべきこと”などをわか
りやすく整理し、皆さんそれぞれが思い描く活動が気軽にできる仕組みを構築します。 

 
＜実施メニュー＞ 

① パークマネジメントガイドの作成 
   市⺠の皆さんが主体となり、市の許可が必要な活動を企画運営される際に参考となる

「パークマネジメントガイド」をとりまとめます。 

   パークマネジメントガイドに掲載する内容（例）  
   ・市の許可があればできること 
   ・許可申請⼿続きの流れ 
   ・活動において守るべきこと 
   ・活動における留意点（地域への周知など） 
 

② 簡易な公園緑地利⽤申請⽅法の確⽴ 
インターネットによる公園緑地利⽤の申請や複数ある申請の⼀本化などを検討し、誰

でも容易に運営管理に関する許可申請ができる仕組みづくりを⾏います。 
 

＜⾏政の取り組み（案）＞ 
① 公園緑地における⾏為許可条件の整理 

都市公園法及び本市都市公園条例において許可が必要とされている⾏為について、許
可条件をわかりやすく整理し、公園緑地が本来持つ機能維持や地域へ配慮するために、
申請者が守るべきことを明確にします。 

 
② 許可申請書式の改良 

現在、別々の書式である公園内⾏為許可申請と公園占⽤許可申請の統合や市⺠の皆さ
んがわかりやすく簡単な書式を検討します。 
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③ 電⼦申請を許可する体制の構築 
現在、窓⼝⼜は郵送で受け付けている公園内⾏為許可申請や公園占⽤許可申請等を電

⼦申請でできるような仕組み（システム構築）について検討します。また、電⼦申請に
対して許可を⾏う仕組みや申請内容の確認⽅法、申請者との調整の⽅法等を定めます。 

 
 
■⾏為の制限（都市公園法第⼗⼆条・都市公園法施⾏令第⼗九条） 

 
 
■⾏為の制限・利⽤の制限（沼津市都市公園条例第四条・第五条） 
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展開⽅針２：地域コミュニティとの協働によるパークマネジメントの推進  

市⺠や⾃治会、⼩学校などの地域コミュニティの皆さんが公園緑地の状況に応じて、
より⾃由に維持管理・運営管理に関われるように、本市との協働を進めます。 

また、「公園別プラン」の作成を推進し、本市と地域コミュニティが共通の⽅針に基づ
いて維持管理・運営管理を⾏うことを⽬指します。 

 
＜実施メニュー＞ 

① 維持管理・運営管理に関する地域への権限委譲の仕組み検討 
これまで本市が⾏ってきた公園緑地における活動の許可判断や維持管理・運営管理の

⼀部を地域の皆さんにお任せできるような仕組みづくりを進めます。 
 

② 「公園別プラン」の作成 
地域や公園緑地ごとに、求められる活動や維持管理・運営管理のメニューは異なりま

すので、公園緑地の特性を⽣かしたパークマネジメントの推進を図るため、地域の皆さ
んと協議しながら、「公園別プラン」としてとりまとめます。 

 
＜⾏政の取り組み（案）＞ 

① パークマネジメント協定制度の創設 
本市と地域コミュニティが、具体的な維持管理・運営管理の内容や役割分担について

協定を結ぶことで、特定の活動に対する⾏為許可が不要となるなど、特定の維持管理・
運営管理が⾃由にできるようになる”パークマネジメント協定制度”を創設します。創設
においては、試⾏的な取り組みを⾏いつつ、協定の締結⽅法や活動内容のチェック⽅法
など制度の仕組みの検討を進めます。 

 
② 「公園別プラン」の作成⽀援 

「公園別プラン」を作成していくため、本市と地域コミュニティが連携して地域の公
園緑地について、話し合う場や体制づくりを進めます。 

なお、「公園別プラン」の作成においては、⾃治会活動の盛んな地域の公園緑地や活動
実績の豊富な公園緑地などから優先的に作成を進め、⼿順を確⽴しつつ、市内の他の公
園緑地での作成へと広げていきます。 
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展開⽅針３：公園緑地の魅⼒を引き出す⺠間の取り組み⽀援  

市⺠や事業者の皆さんが新たな活動・事業のフィールドとして公園緑地を活⽤しやす
い環境を整えるとともに、上質で魅⼒的な維持管理・運営管理につながる収益事業を⽀
援するなど、公園緑地の魅⼒を引き出す市⺠や事業者の取り組みを⽀援します。 

なお、「公園別プラン」を作成している公園緑地においては、位置づけられた⽅針に基
づいて⺠間事業を⽀援していきます。 

 
＜実施メニュー＞ 

① パークマルシェ認定制度の創出 
市⺠や事業者の皆さんが活動しやすくなるように、本市が収益活動や収益事業を認定

した皆さんに「（仮）パークマルシェ認定マーク」を配布するなど、活動の認定制度をつ
くります。また、報奨制度と組み合わせるなど、活動実績に応じてマークがレベルアッ
プする仕組みづくりを進めます。 

 
② 地域や公園緑地のサービス向上に貢献する収益事業の⽀援 

上質な空間整備や公園緑地利⽤者の利便性の向上につながる取り組みや、売り上げの
⼀部を地域や維持管理・運営管理の財源として還元できる取り組みなど、利益を活⽤し
て地域や公園緑地のサービス向上に貢献する収益事業を⽀援します。 

 
③ 事業者からの事業提案・アイデアの募集 

事業者に公園緑地の維持管理・運営管理への事業参画を積極的に呼び掛けるとともに、
事業者からの公園緑地に関わる事業提案やアイデアを受け付け、公園緑地の魅⼒が増進
するように検討します。 
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＜⾏政の取り組み（案）＞ 
① パークマルシェ認定制度の仕組みづくり 

パークマルシェの認定について、対象となる活動や認定条件、活動における留意点な
どを整理します。 

 
② 設置管理許可制度・Park-PFI※などの制度活⽤の検討 

設置管理許可制度や Park-PFI などの制度を活⽤した公園緑地の施設整備・管理運営を
伴う収益事業について、各公園緑地の状況に応じて⽀援を検討します。また、公募を⾏
う際には、サービス向上や収益還元につながる等の公募条件を検討します。 

 
③ 事業者から提案してほしい事業内容の検討・ＰＲ 

具体的に提案してほしい事業内容について検討するとともに、事業者に向けて広く発
信するために説明やＰＲを⾏います。また、事業の効果を検証し、結果を公表すること
で、⺠間参画の継続や増加につなげます。 

 
※Park-PFI：都市公園における⺠間資⾦を活⽤した新たな整備・管理⼿法 
 
■事業者への参加提案募集内容の例 

参加提案の種類 実現内容 
物品・道具⽀援 イベント⽤のテントや設備、花や野菜づくり⽤の苗や⼟・肥料など、

活動を⾏うために必要な物品や道具⽀援に関する提案・アイデア
施設整備 ベンチや遊具など公園緑地の利活⽤を⽀援する施設整備に関する

提案・アイデア 
⼈材派遣 集客イベントや⼤清掃など、⼀定の⼈数が必要な活動に対して⾏う

⼈材派遣に関する提案・アイデア
技術提供 集客イベント運営や施設づくり、植栽管理など、事業者の技術を⽣

かした⽀援に関する提案・アイデア
寄付⾦・協⼒⾦ 公園緑地の運営管理や維持管理を⾏う⾏政や市⺠団体などの組織、

⼜は活動そのものに対する寄付⾦や協⼒⾦による⽀援に関する提
案・アイデア 
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展開⽅針４：市⺠主体のパークマネジメントのサポート体制づくり  

市⺠の皆さんが主体となり運営するイベント・プログラムや維持管理・運営管理メニ
ューについて、市や実績のある経験者・専⾨家の⽅からのアドバイスやノウハウが得ら
れる仕組みづくりを⾏います。 

 
＜実施メニュー＞ 

① パークマネジメント相談窓⼝の機能強化 
公園緑地の維持管理・運営管理に関するご相談やご質問に対して、適切な情報やアド

バイスが提供できるように、パークマネジメント相談窓⼝の機能強化を⾏います。 
 

② 公園緑地⼈材バンクづくり 
市⺠の皆さんが主体的に維持管理・運営管理を⾏うために必要な情報や知識などを提

供していただける活動経験者や専⾨家などを募集して⼈材バンクに登録し、市⺠の皆さ
んが気軽にご相談できる仕組みをつくります。 

 
③ シンポジウム・講演会の開催 

パークマネジメントに関する事例紹介や有識者によるノウハウやアドバイスが提供で
きるように、本市の主催により、市⺠に向けたシンポジウムや講演会を開催します。 

 
＜⾏政の取り組み（案）＞ 

① 職員のスキルアップ 
パークマネジメントに関わる実績や先進事例などを情報提供できるように職員のスキ

ルアップを図り、運営体制を強化します。 
 

② 公園緑地⼈材バンクの運営体制の構築 
パークマネジメントに関する⼈材バンクの登録及び紹介、個⼈情報などの管理⽅法を

検討し、⼈材バンクの運営体制をつくります。なお、本市の⼈材登録制度である「まち
の識者」制度（⽣涯学習課）と連携するなど効率的な運営を⾏います。 

 
③ シンポジウム・講演会のテーマ検討 

市内の公園緑地の運営管理・維持管理の実情に合わせて、ノウハウやアドバイスが必
要な内容を把握し、シンポジウム・講演会のテーマとして設定します。 
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展開⽅針５：パークマネジメントに関する情報発信の充実  

公園緑地で活動したい⽅が必要な情報を収集できたり、市⺠の皆さんに公園緑地での
活動を広く発信できたりするように、パークマネジメントに関する様々な情報を効果的
に発信できるような仕組みを充実させます。 

 
＜実施メニュー＞ 

① パークマネジメントに関する⽀援情報・活動内容のＰＲ 
本市ホームページなどを活⽤して、「パークマネジメントガイド」や活動事例、⼈材バ

ンクなどの情報に簡単にアクセスできたり、テーマ別のイベント・プログラム内容やス
ケジュールを発信したりできる仕組みをつくります。 

 
② パークマネジメントネットワークの構築 

ＳＮＳなどを活⽤して、個⼈に直接イベントやプログラムの情報が届いたり、経験者
などから広くアドバイスがもらえるような、⺠間連携によるパークマネジメントネット
ワークの構築を⽬指します。 

 
③ 公共施設などの情報発信拠点づくり 

公園緑地のイベント・プログラム情報を発信する拠点を公共施設に加えて公募により
募集し、サイン掲⽰やチラシ設置を⾏う場所を設けます。 

 
＜⾏政の取り組み（案）＞ 

① インターネットによる情報発信ページの⽴ち上げ 
本市ホームページなどからパークマネジメントに関する⽀援情報や、イベント・プロ

グラムなどの情報発信ページへアクセスできるように、⺠間のノウハウの活⽤などによ
り、現在のホームページ（「公園とみどり」）の⾒直しを検討します。 

 
② ＳＮＳによる情報提供の仕組みの構築 

ＳＮＳへの登録や会員制などにより、個⼈に直接情報が届くように、活⽤するＳＮＳ
の種類や登録⽅法、管理・更新⽅法、誤った情報のチェック体制などを検討します。 

 
③ 情報発信拠点の公募 

公園緑地イベント・プログラム情報がわかるチラシなどを設置できる場所を公募する
ため、公募の対象となる場所や募集⽅法などについて検討します。  
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展開⽅針６：パークマネジメントの可能性を広げるための連携  

パークマネジメントの可能性をさらに広げるため、公園緑地の維持管理・運営管理だ
けにとどまらず、公園緑地の再整備など関連事業とも密に連携しながら、まち全体の活
性化に資するような取り組みを進めていきます。 

なお、求められるニーズや資源は公園緑地ごとに異なりますので、公園緑地独⾃に決め
るべき内容については、地域の皆さんとお話ししながら、「公園別プラン」としてとりまと
めます。 

 
＜実施メニュー＞ 

① パークマネジメントを促進する施設整備・改修の推進 
公園緑地利⽤者や地域コミュニティが求めるパークマネジメントを実現するために、

空間や施設の整備・改修が必要だと判断した場合は、ハードとソフトを⼀体的に考え、
公園緑地施設の整備・改修を進めます。なお、施設整備や改修の際には、公園緑地利⽤
者の⽅のご意⾒の把握に努めるとともに、景観性、ユニバーサルデザイン、維持管理、
経済性など公共施設としての適性にも配慮して総合的な⾒地から検討を進めます。 

 
② 様々な事業主体と連携した施策の展開 

⼦育て、スポーツ、学校教育、社会福祉、まちづくり、防災など本市の各種事業にお
いて、公園緑地の維持管理・運営管理と⼗分に連携を⾏い、本市全体の活性化につなが
るようなハード及びソフト整備を進めます。 

 
 
＜⾏政の取り組み（案）＞ 

① パークマネジメントを推進する体制の充実 
公園緑地を媒介とした本市全体の活性化を⽬指し、市の関係各課による庁内検討会を

開催するなど、密に連携や調整を⾏い、パークマネジメントより効果的に展開する体制
の充実を図ります。また、公園緑地運営管理の取り組み状況や「公園別プラン」の作成
状況などの共有化を進めます。 
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第 5 章 推進⽅策 
 

本プランを実現させていくためには、市⺠、事業者、⾏政のパートナーシップで、地域
の活性化や交流の場として公園緑地を活⽤することが重要です。 

そのため、市⺠や事業者との協働の推進につながる以下の３つの⽅策の実施に向け検討
していきます。 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

③ 重点プロジェクト 
各公園緑地においてプロジェクトを実施する際に参考となる事例を蓄積し、解決策のサ

ンプルを提⽰するため、「重点プロジェクト」の実施を推進します。 
＜重点プロジェクト(案)＞ 
・チャレンジングマルシェ・プロジェクト 
・パークマネジメント協定試⾏プロジェクト 
・公園緑地使いこなし情報充実プロジェクト 

② 実⾏の体制づくり⽀援 
個別の公園緑地において、本プランの実効性を⾼めるため、マネジメントの担い⼿と協

定を結んだり、複数の関係者で各公園緑地の活動⽅針の共有を図ったりするための「実⾏
の体制づくり」を⽀援します。 

なお、実際に体制づくりを進める際には、個別の地域や公園緑地の実態に合わせて、活
動を⽀援していきます。 

① 公園別プランの作成 
公園緑地が持つ歴史、利⽤者の特徴、維持管理すべき施設などは、各公園緑地によって

異なるため、それぞれの公園緑地に適したパークマネジメントの⽅針を⽰した「公園別プ
ラン」の作成を推進します。 

市⺠、事業者、⾏政が連携した「公園別プラン」の作成により、公園緑地の将来像と求
められる維持管理・運営管理に関する活動を地域内で共有した上で、「公園別プラン」に
基づく取り組みを推進します。 
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５－１．公園別プランの作成 
公園緑地が持つ歴史、利⽤者の特徴、維持管理すべき施設などは、各公園緑地によって異

なるため、それぞれの公園緑地に適したパークマネジメントの⽅針を⽰した「公園別プラン」
の作成を推進します。市⺠、事業者、⾏政が協⼒して「公園別プラン」を作成することによ
り、公園緑地の将来像と求められる維持管理・運営管理に関する活動を地域で共有した上で、
「公園別プラン」に基づく取り組みを推進します。 

 
（１）公園別プランの位置づけ 

「公園別プラン」とは、市⺠、事業者、⾏政がパークマネジメントに取り組む際の指針と
なる計画です。「公園別プラン」は、「公園カルテ」「将来像と取り組み⽅針」の２部構成とし
て、「第 3 章 パークマネジメントプランのあり⽅」に基づき、各公園緑地において作成する
パークマネジメントプランです。「公園カルテ」では各公園緑地における特性をとりまとめ、
「将来像と取り組み⽅針」では各公園緑地におけるコンセプトや維持管理・運営管理に関す
る取り組み⽅針を整理します。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第 3 章 パークマネジメントプランのあり⽅ 

本プランの⽅針に基づく 

公園カルテとは？ 
各公園緑地における 
・概要 ・現地状況 
・利⽤状況 ・地域課題 
・維持管理・運営管理状況 
・ストック効果 等 
をとりまとめる 

「公園カルテ」より公園緑地
の特性を踏まえて整理 

将来像と取り組み⽅針将来像と取り組み⽅針

B 公園 公園別プラン C 公園 公園別プラン
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（２）協働による公園別プランの作成と取り組みの推進 
「公園別プラン」は、市⺠、事業者、⾏政の協働

により作成します。作成の過程では、参加型ワーク
ショップの開催等により多様な主体が参加する場
を設け、公園緑地の特性を共有した上で、対象とす
る公園緑地における将来像や取り組み⽅針の共
有・合意形成を図ることが重要です。 

また、「パークマネジメント協定」を結ぶことに
より、各取り組みを実施する場合の本市とマネジメ
ント主体の役割分担や⽀援策等を担保することが
でき、「公園別プラン」の実⾏性を⾼めることができます。 
 
（３）対象とする公園緑地 

「公園カルテ」は、地域の拠点となる公園緑地や利⽤者の多い公園緑地等から作成を進め、
最終的に全ての公園緑地における作成を⽬指します。 

「将来像と取り組み⽅針」は、公園緑地における市⺠、事業者、⾏政の取り組み状況等を
踏まえ、順次作成を進めます。 

 
 

５－２．実⾏の体制づくり⽀援 
個別の公園緑地において、本プランの実効性を⾼めるため、マネジメントの担い⼿と協定

を結んだり、複数の関係者で各公園緑地の活動⽅針の共有を図るための協議会設置など、「実
⾏の体制づくり」を⽀援します。 

なお、実際に体制づくりを進める際には、個別の地域や公園緑地の実態に合わせて、活動
を⽀援していきます。 
 
（１）パークマネジメント協定による体制づくり 

公園緑地の維持管理・運営管理を主体的に⾏うマネジメントの担い⼿となる団体が、スム
ーズに取り組めるように、本市と団体で「パークマネジメント協定」を結ぶことで活動を⽀
援していきます。 

「パークマネジメント協定」により、地域のニーズや課題に合わせた柔軟な維持管理（清
掃や草刈り、植栽管理など）や運営管理（様々なイベント・プログラムの開催や許可申請⼿
続きの簡略化など）が⾃由にできるとともに、費⽤の⼀部や道具・材料を本市が提供できる
など、皆さんの⼒で公園緑地をより⾝近で、魅⼒的なものにできると考えています。 

なお、協定は本市とマネジメントの担い⼿となる団体で結ばれますが、地域や公園緑地の
実態を把握している「①⾃治会や公園愛護会と協定を結ぶ場合」と、維持管理・運営管理へ
の取り組みに意欲的な「②市⺠団体と協定を結ぶ場合」の２つが主要なケースとして考えら
れます。  

パークマネジメント
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＜先⾏事例：千葉市パークマネジメント事業＞ 
 
 千葉市パークマネジメント事業では、千葉市と公園管理運営団体（⾃治会等）が協定を結
び、協働により公園の⽇常管理や公園運営を⾏っており、より多くの⼈たちが公園に「集い」
「憩える」快適で魅⼒的なものにすることを⽬指しています。 
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① ⾃治会や公園愛護会と協定を結ぶ場合 
⾃治会や実際に維持管理を⾏っている公園愛護会と協定を結ぶ場合は、以下に⽰す体制

のイメージや体制づくりの流れが考えられます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【協定締結の流れ】 

 １ 公園緑地の将来像を共有した上で、⾃治会や公園愛護会の皆さんと本市で話し合い、
具体的な取り組み内容や役割分担、活動チェックの⽅法について決めます。 

 ２ 話し合って決めた内容を実⾏計画書としてとりまとめ再確認した上で、⾃治会・公園
愛護会の皆さんと本市で「パークマネジメント協定」を結びます。 

 ３ 「パークマネジメント協定」に基づいて、⾃治会・公園愛護会の皆さんと本市が協働
して取り組みを進めます。 

 ４ 定期的に意⾒交換を⾏いながら、必要に応じて取り組み内容や役割分担の⾒直しを⾏
います。 

  

【協定のイメージ】 

＜マネジメントの担い⼿＞ 

⾃治会・公園愛護会 

〇柔軟な維持管理 
・清掃、草刈り、植栽管理など

〇柔軟な運営管理 
・イベント・プログラムの開催
・許可申請⼿続きの簡略化

＜公園管理者＞ 

沼津市 

〇必要な費⽤の⼀部や 
   道具・材料の提供 

〇市⺠の皆さんでは 
困難な作業を実施 

 

パークマネジメント協定

◎将来像の共有 
◎実⾏計画書の確認 
 ・具体的な取り組み内容
 ・役割分担 など 
◎定期的な活動チェック 
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② 市⺠団体と協定を結ぶ場合 
⼦供会や⽼⼈会、ボランティア団体など⾃治会・公園愛護会以外の市⺠団体が主体とな

り維持管理及び運営管理の担い⼿となる場合は、以下に⽰す体制のイメージや体制づくり
の流れが考えられます。 

なお、市⺠団体と協定を結ぶ場合は、活動内容について⾃治会の了解を得るとともに、
対象公園緑地で既に公園愛護会が維持管理を⾏っている場合は、⼗分な連携を⾏う必要が
あります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【協定締結の流れ】 

 １ 市⺠団体が実施する具体的な取り組みについて、⾃治会・公園愛護会の皆さんと話し
合い、了解を得ます。 

２ 公園緑地の将来像を共有した上で、市⺠団体の皆さんと本市で話し合い、具体的な取
り組み内容や役割分担、活動チェックの⽅法について決めます。 

 ３ 話し合って決めた内容を実⾏計画書としてとりまとめ再確認した上で、市⺠団体と本
市で「パークマネジメント協定」を結びます。 

 ４ 「パークマネジメント協定」に基づいて、市⺠団体の皆さんと本市が協働して取り組
みを進めます。 

 ５ 本市及び⾃治会・公園愛護会と定期的に意⾒交換を⾏いながら、必要に応じて取り組
み内容や役割分担の⾒直しを⾏います。  

【協定のイメージ】 

＜マネジメントの担い⼿＞ 

市⺠団体 
※⼦供会、⽼⼈会 

ぬまづまちピカ応援隊 
ボランティア団体 
ＮＰＯ法⼈ など 

〇柔軟な維持管理 
・清掃、草刈り、植栽管理など

〇柔軟な運営管理 
・イベント・プログラムの開催
・許可申請⼿続きの簡略化 

＜公園管理者＞ 

沼津市 

〇必要な費⽤の⼀部や 
   道具・材料の提供 

〇市⺠の皆さんでは 
困難な作業を実施 

 

パークマネジメント協定

◎将来像の共有 
◎実⾏計画書の確認 
 ・具体的な取り組み内容
 ・役割分担 など 
◎定期的な活動チェック

＜地域・公園緑地の実態を把握＞ 

⾃治会・公園愛護会 

〇地域の合意形成 
・地域ニーズや課題への対応の確認 

〇維持管理などの役割の明確化 
〇定期的な意⾒交換 

取り組みの了解・⼗分な連携
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公園利⽤協議会 

 

 

 

 

 

 

 

等 
 

＜公園管理者＞ 

沼津市 

緑地公園課 

＜マネジメントの担い⼿＞ 

⾃治会、公園愛護会 

市⺠団体、シルバー⼈材 等 

【体制のイメージ】 

沼津市関連部署 

公園緑地利⽤者・利⽤団体 

活動経験者 

指定管理者 

専⾨家・有識者 

周辺地域住⺠・周辺事業者 

（２）公園利⽤協議会による体制づくり 
公園緑地の維持管理や運営管理に関係する主体が複数存在する場合や、周辺地域との調整

が⼗分に必要な場合などは、関係者で構成された「公園利⽤協議会」を設置することにより、
活動を⽀援していきます。 

「公園利⽤協議会」を設置することで、地域のにぎわい創出のためのイベント実施や施設
設置に向けた情報共有や調整、公園緑地ごとのローカルルールづくり（ボール遊びや野菜づ
くりなど公園緑地でできる活動、活動する場合に守るべきこと等）ができるなど、公園緑地
を中⼼として地域の魅⼒や暮らしの豊かさの向上につなげたいと考えています。 

なお、「公園利⽤協議会」が公園緑地の維持管理や運営管理を⾏う場合は、本市と公園利⽤
協議会が協定を結ぶ可能性についても、必要に応じて検討していきます。 

  

 にぎわい・交流を 
⽬指した集客イベント 

の実施団体 

地域活性化や 
コミュニティづくりを 

推進する市⺠団体 

⼦育て⽀援施設や 
⾼齢者福祉施設 

等 

活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や 

ア
ド
バ
イ
ス
の
提
供 

公園緑地で活動したい市⺠団体など 

活
動
の
相
談 

活
動
報
告 

公園緑地ごとに話し合いに必要な関係者により組織 

◎公園緑地における活動⽅針の共有化 
◎地域のにぎわい創出のためのイベント実施や施設設置に向けた情報共有や調整 
◎公園緑地ごとのローカルルールづくり 
  ・ボール遊びや野菜づくりなど公園緑地でできる活動とは？ 

・活動する場合に守るべきことは？（周辺地域への周知など） 
・許可申請⼿続きの流れは？（簡略化の⽅法検討） 

公
園
内
⾏
為
の
許
可 

公
園
内
⾏
為
の
許
可
申
請 
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【体制づくりの流れ】 

 １ 公園緑地における多様な活動を促進するため、複数の関係者や周辺地域との調整が必
要な場合に、本市に相談します（緑地公園課）。 

 ２ 公園利⽤協議会の設置⽬的や構成員について、関係者の皆さんと話し合い、公園利⽤
協議会規約としてとりまとめ、本市により公園利⽤協議会を⽴ち上げます。 

 ３ 公園利⽤協議会規約に基づいて必要な協議を⾏い、公園緑地の活動⽅針やローカルル
ールを設定し、広く発信します。 

 ４ 設定した活動⽅針やローカルルールを尊重し、適宜活動の相談を受け付け、公園緑地
で活動したい市⺠団体などに活動のノウハウやアドバイスを提供する仕組みをつくり、
運⽤します。 

 ５ 活動の報告を受けて、地域の実態や現状の課題などを蓄積します。 

６ 定期的に協議を⾏いながら、必要に応じて公園緑地の活動⽅針やローカルルールの⾒
直しを⾏います。 
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５－３．重点プロジェクト 
 
本プランが実際に本市の課題解決につながる計画となるように、その⾜がかりとして取り

組む重点プロジェクトの実施に向けた検討を⾏います。重点プロジェクトを実施することで、
今後各公園緑地で同様のプロジェクトを実施する際に参考となる成功例や失敗例を蓄積し、
解決策のサンプルや実施の⼿順等を提⽰していきます。 
 
（１）重点プロジェクト設定の考え⽅ 

重点プロジェクトにおいても「パークマネジメントの３つの視点」と６つの展開⽅針を
踏まえ、今後の活動の参考となるよう実現していくため、下記の３つのプロジェクトをモ
デル的に実施することを検討します。 

 
【１：チャレンジングマルシェ・プロジェクト】 

「年間を通したにぎわい・交流を⽬指した集客⼒あるパークマネジメント」を実現す
るため、公園緑地での⺠間活動を促進する⼩規模マルシェを実施するプロジェクト 

【２：パークマネジメント協定試⾏プロジェクト】 
「⼦どもから⾼齢者まで様々な世代が利⽤したくなるパークマネジメント」＋「地域コミ
ュニティによる柔軟で楽しいパークマネジメント」を実現するため、⾃治会等のコミュニ
ティを基本とした組織によるパークマネジメントを試⾏的に実施するプロジェクト 

【３：公園緑地使いこなし情報充実プロジェクト】 
本プランに基づき推進していく実施メニューや各種制度⽅策について市⺠の皆さんに
分かりやすく情報発信するプロジェクト 
 

（２）重点プロジェクトの概要 
①チャレンジングマルシェ・プロジェクト 

Ａ．プロジェクトの⽬的 
・公園緑地が年間を通じてにぎわい・交流の拠点となるため、市⺠や事業者の皆さんが

公園緑地で活動を展開するための試⾏イベントとして、⼩規模マルシェ（市場）を開
催することを⽬的とします。 

・マルシェを開催することにより、「公園緑地サービス向上に貢献する収益活動の実現性」
や「許可申請⼿続きの流れ」などについて確認しながら、実現性が⾼く、気軽に参加
しやすい官⺠連携の仕組みや⼿続き⽅法などを検討します。 

・さらに、マルシェを通じて⾏政と市⺠、事業者との連携を試⾏する中で、両者の信頼
関係を築き、パークマネジメントへの⺠間活⼒導⼊を進めていきます。 

Ｂ．対象とする公園緑地例 
・中央公園や⾨池公園など、年間を通してにぎわい・交流を創出することを⽬指す公園

緑地を対象とします。 
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Ｃ．       進 ⽅ 
・過年度から実施しているパークマネジメント実証実験をさらに発展させ、実証実験で

の課題を踏まえ、定期的に複数の事業者や市⺠が出店するマルシェを本市の⽀援のも
とに開催することを検討します。 

 
 
 
 
 

 
 
②パークマネジメント協定試⾏プロジェクト 

Ａ．       ⽬的 
・地域コミュニティによる柔軟で楽しいパークマネジメントを⽬指し、⾃治会などの地

縁団体を基本とした組織による⾃主的な維持管理・運営管理に試⾏的に挑戦すること
を⽬的とします。 

・地域ニーズや資源に合わせて公園緑地を柔軟に利活⽤できるよう、体制、維持管理・
運営管理⽅法などの課題を抽出し、これまでの公園愛護会での活動に加え、可能にな
る取り組み、報奨⾦等の設定、活動チェック⽅法、対象団体、⾃治会・公園愛護会と
の関係などについて検証します。 

Ｂ．対象   公園緑地例 
・豊町公園や⾼沢公園など、⾃治会活動などの地域活動が充実している公園緑地を対象

とします。 
Ｃ．       進 ⽅ 
・公園愛護会など公園緑地の維持管理・運営管理を担っている団体の⽅を対象に意⾒交

換を⾏い、体制や維持管理・運営管理⽅法などについて課題を整理します。その上で、
地域で公園緑地を柔軟に使っていくために、現在の活動に加えて⾏っていく内容やそ
の際に守るべきこと、地域と本市の役割について検討し、試⾏的に実践します。 
 
 
 
 
 
 

  

        活
発 意⾒交換 
⾏   ！ 

         
実現 ⽬指   ！

 事業者 ⾏政 

     多  
⼈  店 知  

     ！ 

市⺠ 事業者 
協⼒     良 
公園    ！

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ ⼦  
 服 売   ！

  友  
欲    公園  店   

    … 
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③公園緑地使いこなし情報充実プロジェクト 

Ａ．       ⽬的 
・公園緑地で活動したい⽅が必要な情報を収集するとともに、市⺠の皆さんに活動情
報を広く発信・ＰＲすることで、公園緑地で活動したい⽅を⽀援するとともにイベン
ト・プログラムにおける効果的な集客につなげることを⽬的とします。 

Ｂ．対象   公園緑地例 
・本プランの対象となっている 151 箇所の公園緑地を対象とします。 

Ｃ．       進 ⽅ 
・本市のホームページを活⽤し、情報を発信できる環境を整備します。 
・情報発信すべき内容を「許可申請⼿続きの流れ」「「活動事例」「テーマ別のイベント・
プログラムスケジュール」などの項⽬に分けて整理するとともに、本プランの内容に
ついても、市⺠の皆さんに分かりやすい⽅法で広く発信していきます。 

 
 
 

家族 参加  
        
  ？ 

公園  活動許
可申請     
      ？ 

        様々 情報 得    
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第６章 今後の取り組み 
 
６－１．取り組みの進⾏管理 
 

本プランに基づく取り組みについては、Plan(計画) → Do(実⾏) → Check(評価) → 
Act(改善) の４段階を繰り返しながら、本プランを継続的に推進していく必要があります。 

そのため、⽬指すべき公園緑地の姿の実現や各展開⽅針について個別⽬標を定め、定期
的に進⾏管理を⾏い、必要に応じて実施メニューの⾒直しや追加検討を⾏います。 

 
（１）⽬標年次 
  本プランの⽬標年次は、2027 年度とします。また、適切な進⾏管理を⾏うために、途

中段階で⽬標達成度合を確認する中間⽬標年次を 2023 年度とします。 
 
（２）本プランの⽬標 
  本プランに基づく取り組みである重点プロジェクトについて、以下に⽰す⽬標を設定し

ます。 
 

① チャレンジングマルシェプロジェクト 参加事業者数 

 年間 60 事業者以上※１ 

② パークマネジメント協定試⾏プロジェクト 協定締結団体数 

21 団体以上※２ （中間⽬標：12 団体以上） 

③ 公園緑地使いこなし情報充実プロジェクト ホームページアクセス数 

年間 7,000 件以上※３ 

 ※１ 1 回当たり 5 事業者により、⽉１回の開催を想定 
 ※２ 公園愛護会へのアンケート調査において、公園緑地の運営管理に積極的に参加できたら良い

と回答した公園愛護会の数 
 ※３ 平成 28 年度のホームページアクセス数の約２倍を想定 

 
  なお、本市の公園緑地に対する市⺠満⾜度については、今後アンケート調査を実施し、

現況の満⾜度を把握した上で、⽬標値を設定します。 
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（３）アドバイザーの体制づくり 
  本プランの実効性を⾼めるため、本市が取り組みについて相談し、助⾔を受けることが

できるように、外部有識者をアドバイザーとして委嘱します。 
  なお、アドバイザーは、公園緑地の運営管理や維持管理、まちづくりへの波及などにつ

いて、専⾨的なアドバイスを受けるため、それぞれの分野の有識者に委嘱します。 
 
 
６－２．事業のスケジュール 
 

本プランは、概ね 10 年間の取り組みを対象とし、PDCA サイクルに基づいて適宜改訂を
繰り返しながらより良いパークマネジメントを⽬指し、以下に⽰すスケジュールで進めま
す。 

事業スケジュールとしては、⼤きく３つの期間に区分して取り組みを進めていきます。 
前期（2018 2023 年度）は「試⾏期間」として、各取り組みを進めるための詳細を検

討したり、市⺠や関係機関との調整を⾏うとともに、取り組みの実践を通じて課題を抽出
し、より良い取り組み⽅法を模索する期間とします。 

後期（2024 2027 年度）は展開期間として、試⾏期間を経て確⽴した取り組みを広く
展開したり、本プランの改訂の必要性について検討する期間とします。 

 

表 事業スケジュール 

主な取り組み 
事業スケジュール

前期 試⾏期間 
（2018 2023 年度）

後期 展開期間
（2024 2027年度）

実施メニューの推進 
   

重点プロジェクトの推進 
   

公園別プランの作成 
   

公園別プラン作成マニュアルの⾒直し 
   

パークマネジメントプランの改訂 
   

 

試⾏対象公園緑地の選定
関係機関、市⺠との調整 
制度整備 

公園別プラン作成
（対象公園緑地） 
・⾃治会活動が活発 
・イベント実績豊富

プロジェクトの試⾏ 実施⽅法の確⽴
他の公園緑地への展開

作成⼿順の確⽴
他の公園緑地での作成

関係機関、市⺠との調整
先進事例ヒアリング 
制度整備 

試⾏対象公園緑地の選定
関係機関、市⺠との調整 
制度整備 

対象公園緑地それぞれの
状況に応じて⾒直し

改訂の必要性を検討

メニューの実践 実施⽅法の確⽴
メニューの精査

適宜⾒直し

中間⽬標に対する評価



 




