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はじめに

公益財団法人東京都公園協会（以下「公園協会」という。）は、設立以来６０年間、東京

の都市緑化を推進し、公園緑地や水辺空間の利活用を通して、都民生活に安らぎとゆとり

をもたらすとともに、東京から日本の文化を世界に発信することを経営理念として、事業

展開を図ってきました。

東京の緑は、伊豆・小笠原諸島の特色ある自然から、奥多摩の山地、丘陵地、崖線や河

川沿い、市街地の中、臨海部の埋め立て地まで、その場所場所に応じた特徴を持ち、また、

公園協会が管理する公園緑地には、自然公園や市街地公園、文化財庭園、霊園と様々な形

態があります。こうした東京の緑の多面性を理解することが、東京の公園緑地の歴史、文

化、自然が一体となった魅力を、守り、育て、発信していくことにつながります。

昭和６０年（1985年）を端緒とした都立公園・霊園の管理受託以来、公園協会はこれら

の様々な施設を、各公園等の特性に応じて的確に管理運営し、多様な緑の管理運営経験を

蓄積するとともに、技術・技能やすぐれた運営スキルを有する人材を育ててきました。

私たちが取り組まなければならないことは、東京都の公園緑地行政を補完する公的な団

体として、時代の変化を的確に受け止め、今、公園緑地が果たさなければならない役割に

向け、公園協会に蓄えられた力を発揮していくことです。そのためにも、東京の公園緑地

をフィールドとして活動する多くの関係機関や都民の皆様との連携を強めていかなければ

なりません。

今般、職員一同が一丸となってその使命を全うすべく、今後の公園緑地の管理運営のた

めに、公園協会の進むべき方向性と考え方を示した取組方針を策定いたしました。

この中では、都立公園緑地の管理運営事業のみならず、多くの都民の方々に公園緑地の

魅力づくりに参画していただくための都民協働や、都市緑化の推進、利用者の方々に上質

なサービスを提供する便益施設の運営など、公園緑地の管理運営を支えるすべての部門が

一体となった取組の方向を示しました。

私たちは、現在の公園緑地が果たすべき役割として、７つのビジョンを掲げております。

このビジョンを実現するための取組を通じ、ますます都民の皆様から信頼され、必要とさ

れる公益財団法人として、社会に貢献していくことを目指していきます。

平成３２年（2020年）には、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。この

機会を最大限に生かし、東京の魅力を、文化財庭園や霊園を含む東京の公園緑地から広く

発信することも、私たちに課された大切な役割です。

これからも、東京の公園緑地を通して、新たな公園文化を創造してまいります。

平成２６年（2014 年）７月

公益財団法人 東京都公園協会

理事長 飯尾豊
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東京都の初代公園緑地課長であり、私たち公園協会の実質的な創設者でもある井下清

（1884-1973）は、大正から昭和にかけて、東京都の公園・墓地・街路樹・文化財保存をは

じめとする公園緑地事業に生涯を捧げ、東京の公園緑地の礎を築いた人物です。この井下

清の精神は、公園協会設立趣意書に掲げられ、以降６０年を経ても、色褪せぬ崇高な精神

として、職員の一人ひとりの心の中に息づいています。

公園緑地という舞台は、人々が登場して初めて輝きはじめます。人々に公園緑地をどう

使ってもらえるのかに意を砕くこと、それが公園協会の使命です。

今だけでなく、将来にわたって使い続けられるように、持てる技術と技能によって、質

の高い維持管理を続けることが、そのための基盤です。そのうえで、使う人々が公園緑地

に何を求めているのか、どのような管理運営をすることが人々の満足につながるのかを知

り、現実の公園緑地の姿をそこに近づける取組をしなければなりません。

私たち公園協会は、東京都が整備した公園緑地という舞台を、登場人物である利用者に

媒介すること、すなわち「利用本位の都民サービスに重点を置くと共に、進んでその積極

的発展に貢献」すべく、全力でその役割を全うしていきます。

公園協会が目指すべき道

公園緑地は、都市の環境衛生の改善や良好な都市景観の形成、防災に寄与するばかりで

設立趣意書
今次戦争によりほとんど壊滅状態に帰した東京都の公園緑地施設は、その後の復興計

画により年々相応額の都費を計上して不休の努力を続けているが、当局及び識者の見る
ところによれば、これが完全な復旧には少なくとも十数年の時日を要するであろうと言
われている。国家並びに地方財政の不健全なる今日、その緊急度においてとかく公園緑
地事業が軽視される傾向にあることは、又止むを得ないとしなければならない。

しかし乍ら一方に於いて、国民の体位向上或いは戸外教養施設としての公園緑地の急

速なる確保は、一般社会与論として日を追うて昂
たか

まるばかりでなく、明朗健全にして軽
便安易なる戸外娯楽施設を公園緑地に求めることが、沈滞した社会道義を向上し、都市

生活の苦悩を払拭する唯一の捷 径
しょうけい

であることを知れば、吾人は官民の別を問うことな
く、相互の都市生活問題として之が促進充実を図るべき責務を痛感する次第である。

本協会はかかる見解の下に、広く有識者の理解ある協力を得て東京都の公園緑地事業
及び関係事業を後援し、利用本位の都民サービスに重点を置くと共に、進んでその積極
的発展に貢献したいと期するものである。      昭和２９年（1954 年）１月

公園協会の目指すビジョン1第   章

第１章 公園協会の目指すビジョン
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なく、やすらぎやくつろぎの場であり、また、多様なレクリエーション活動の場、コミュ

ニティ形成の場となる等、私たちの生活に密着した役割･機能を持っています。

公園緑地を管理運営することにより、これらの役割・機能を十分に発揮させるためには、

各公園緑地の持つ機能・役割を現場に即して具体的に理解するとともに、管理運営の意義、

目的を正確に把握し、的確かつ柔軟な対処に努めていくことが必要です。

私たちは、東京の公園緑地の価値を高め、より利用者の視点にたったサービスを提供す

ることにより、都民から必要とされる存在として、また、東京都の公園緑地行政を補完す

るパートナーとして、その役割をしっかり果たしていく決意です。

新たな公園緑地の価値の創造

公園緑地を取り巻く社会情勢は、大きく変化しています。平成２３年（2011 年）の東日

本大震災以後、災害時の防災機能に対する関心が大きくなっています。急速に進む少子高

齢化や地域コミュニティの変化により、公園緑地の利用目的も変化してきています。

地域住民や専門的な知識を持つ都民、ＮＰＯなどが公園緑地の管理運営に参画するとと

もに、単一の主体による基礎的で均一なサービス提供ではなく、協働による、よりきめの

細かいサービスの提供を求める流れが強くなってきています。

また、生活意識の変化に伴う公園ニーズの多様化・個性化により、公園に求められる役

割は、ますます複雑・多様化してきています。公園緑地に求められる役割が、単なる場の

提供だけでなくなり、スポーツや健康づくり、子供の遊び、環境・自然学習など、イベン

トの実施や様々なプログラムの提供等、管理運営者が中心となって、公園の利用活性化に

繋げていくことが必要です。

このように、公園緑地は、永久不変のものではなく、都民の生活・要求に沿って変わっ

ていくものであり、その要請に適応することが必要です。これが、生きた公園の使命であ

ると井下清は言っています。

私たちは、日々変化する社会の状況や、多様化する利用者のニーズに的確に応え、公園

緑地の質的向上はもちろんのこと、より利活用されるよう管理運営していくことが必要だ

と考えています。

私たちは、次に示す７つのビジョンを掲げ、これまで築き上げてきた力を最大限発揮し、

時代に要請された公園緑地の役割・機能をしっかり果たしていきます。

第１章 公園協会の目指すビジョン
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①公園緑地の適切な維持管理

公園管理の目的は、日常の管理行為を通じて、公園の価値の維持･保全にとどまらず、公

園の持つ潜在力を引き出し、新たな価値を引きだすことにあります。

公園を広く利用し、機能を維持保全するために、公園を構成する施設及び環境条件を整

えておくことは、公園管理の基盤とも言えます。

公園緑地は、植物をはじめ、公園施設を構成する様々な材料が使われており、他の施設

管理と異なる長期的視点での維持管理が必要です。特に、植物は、環境保全機能、防災機

能はもとより、良好な都市景観を形成するうえでも大切な役割を果たしています。樹木を

主体とした公園の緑の質を高めることは、その公園価値を高めるばかりでなく、都市の風

格を高める大切な取組です。

公園管理においては、公園緑地の主要な構成要素である植物が、将来にわたり良好な環

境の下で成長できるよう、各公園緑地の植物の特性を十分理解し、それぞれに応じた管理

目標を定め、計画的な維持管理を行っていくことが重要です。このことが、良好な公園緑

地環境を維持するばかりでなく、公園緑地を核とした緑豊かな都市景観の形成に大きく寄

与するものと考えます。

また、生き物である植物は、気象災害、大気汚染、土壌の物理的･化学的障害など、厳し

い生育環境に置かれています。材質腐朽病の進行などによる倒木や、過密化による枝枯れ・

落下など、植物が原因のリスクは多く顕在しています。そのため、現場に常駐する職員の

日々の点検はもちろんのこと、樹木医の資格を持つ専門職員により未然にチェックするな

ど、公園緑地における安全性を確保することは、管理者の最も重要な役割のひとつです。

建物や遊具など、毎年、施設の劣化が進むものでは、安全管理面からも定期的な点検・

補修など、期待される機能の維持保全が大切です。例えば、遊具の管理においては、安全･

安心の観点からも「ハザード」をなくすことが管理の要諦でもあります。そのため、職員

による日常的な点検における施設の腐食、腐朽、破損、変形などの確認のみならず、遊具

専門業者による安全チェックを行うなど、細心の注意を払った管理運営が必要です。

公園協会は、造園、土木、建築、電気、設備等、多様な専門技術者を有しています。こ

れらの職員が一体となり、更なる安全管理体制の構築を図っていきます。

②自然災害等に対する的確な対応

第１章 公園協会の目指すビジョン

ビジョン 1

私たちは、安全・安心で快適な公園環境の提供に向けた取組を推進していき

ます！

公園緑地の基本的な機能を守り・育てる

ビジョン策定の背景
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近年、地球規模による気候変動の影響により、大雨、大雪、暴風などによる樹木被害が

多く発生しています。公園緑地は、自然災害の影響を受けや

すく、平成２６年（2014 年）２月には、関東甲信地方を中心

に数十年に一度の記録的な大雪が降り、公園等の樹木に多大

な被害を及ぼしました。

都立公園は、開園してから長い年月を経過したものが多く、

樹林地の高木化、過密化が進んでいます。そのため、樹勢の

衰退による枝枯れや、雪の重みによる幹折れ、枝折れの被害

など、自然災害のリスクが高まってきています。

災害は、いつ起こるかわかりません。日々の点検による事

故の未然防止対策はもとより、樹木が良好に育つための樹林

環境の整備を行っていくことが大切です。

また、公園緑地が整備された当時には想定しえなかった集

中豪雨による周辺への流出等、大雨に対する被害対応も大変

重要な役割です。

大雨等の自然災害が発生した場合、迅速な状況把握に努め

ると共に利用者に対する速やかな情報の提供が大切です。また、災害を想定した予防措置

を講じるなど、被害の軽減化に努めていきます。

③東京の緑を守る造園業界との連携

平成２６年（2014 年）２月１４日の降雪は雪質が重かったこともあり、公園緑地等の樹

木に大きな被害を与えました。直ちに公園緑地を安全に利用できるよう復旧する必要があ

り、公園協会職員とともに、日頃から公園緑地の管理で連携している協力会社（それぞれ

の公園緑地を熟知している造園業者）の機動的な対応により、公園利用への支障を最小限

にした復旧ができました。このように公園協会の公園緑地管理は、そのすべてを組織内の

みで行うのではなく、その地域や、その公園緑地を熟知した専門業者との連携のもとで適

切な管理を行っています。

しかし、公共、民間工事の事業量の減少や、競争の激化による受注単価の低下など、東

京の緑を支える造園業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。

また、庭園等の維持管理における造園技能者の高齢化に伴い、若手職員の育成が喫緊の

課題ですが、造園技能の習得には長い期間を要するため、計画的に若手技能者を育成する

ためにも、経営の安定化が必要となっています。

このため、公園緑地の管理を通じて、公園協会と専門業者とが連携して、地域の活性化、

緑化技術の向上に寄与できる仕組みを維持し、緑の質を高めていくことが必要です。

このように私たちは、東京の緑を支える造園業界等とも連携を図りながら一体となって、

安全・安心で快適な公園環境の提供に向けた取組を推進していきます。

第１章 公園協会の目指すビジョン

平成 26 年 2 月の大雪被害

（日比谷公園）
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公園緑地に求められる防災機能・役割

想定外の被害をもたらした東日本大震災の記憶も新しい中において、政府は、今後３０

年以内に首都圏に甚大な被害をもたらす、首都直下型地震や相模トラフ地震の発生予測に

ついて、マグニチュード７級の発生確率を７０％、マグニチュード８級の確率をほぼ０～

５％と推定し、防災へのより一層の取組を促しています1。これらの大震災発生の切迫性も

相まって、防災に対する人々の関心がかつてない程高まっています。

大震災における公園緑地の果たす役割は極めて重要であり、関東大震災・阪神淡路大震

災においても、火災が公園緑地で焼け止まる延焼遮断帯としての効果が大きいことが示さ

れています。

関東大震災では公園緑地等に東京市民の７割以上が避難して助かっています2。阪神淡路

大震災では、９市３町の７１９公園が被害を受けましたが、公園全体が使用不能になった

ものはわずか６か所に過ぎず、他の都市施設に比較して被害は軽微であり、人々が発災直

後に逃げ込む避難場所としての役割を大いに発揮しました3。東日本大震災においても、発

災直後に日比谷公園、木場公園、代々木公園などに多くの避難者が集まり、公園は避難す

る場所として広く認識されています。

現在多くの都立公園が避難場所に指定されており、発災時に避難場所としての機能を発

揮するためには、平常時から運営主体である地元区市や利用主体である地域住民などと連

携する必要があります。

また、阪神淡路大震災では、自衛隊などの災害救助機関の活動拠点の確保が大きな課題

となったことから、東京都においては、オープンスペースとして都立公園等を、屋内施設

として清掃工場を、大規模救出救助活動拠点として指定しています。これらの公園におい

ては、発災直後における自衛隊・消防・警察の広域支援、救助部隊等の活動のためのヘリ

ポートやベースキャンプとして利用されるなど、迅速な救援救護活動やその後の復興活動

の拠点となります。

                                                
1 文部科学省地震調査研究推進本部

地震調査委員会「相模トラフ沿いの地震活動の長期評価（第 2 版）について」平成 26 年から引用

2 東京都都市整備局「みどりの新戦略ガイドライン」2007 年から引用

3 齊藤庸平 兵庫県被災地 10 周年の取組-総括検証・提言事業-検証テーマ「街並み緑化・公園整備に向け

た取り組み」平成 17 年から引用

第１章 公園協会の目指すビジョン

ビジョン 2

私たちは、いざという時に命を守る公園緑地の防災対応力の強化を実現しま

す！

命を守る公園緑地の防災対応力を強化する

ビジョン策定の背景
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さらに、大規模救出活動拠点をはじめとしたすべての公園が、一体的にネットワークを

結び、それぞれの公園が、情報の共有、人的・物的な補完・連携をすることで、防災機能

を最大限に発揮することも求められています。

発災時に人々の命を確実に守るためには、日ごろから防災に関する普及啓発や訓練の場

として、公園を利活用していくことが重要です。公園協会では、地元自治体、地元住民、

警察、消防等が参加する防災訓練を積み重ねています。こうした取組を日常的に実施する

ことにより、地域社会に自助・共助の考え方が浸透するとともに、震災時に公園緑地の利

用が円滑に行われることで地域の防災対応力は格段に向上していきます。

東京都は、公園ごとに震災時の利用に応じた防災施設の整備を進めており、その機能を

十分に発揮させるためにも、公園の管理者には的確な管理運営力が求められています。

また、公園緑地が避難場所としての機能を確実に発揮させるためには、区市町村との連

携・協力関係の構築はもとより、災害時要援護者（怪我人・病人・障がい者・高齢者・乳

幼児等）への十分な支援対応ができるよう、ハード面やソフト面での備えが必要となって

きます。

私たちは、いざという時に人々の命を守る公園緑地の防災対応力の強化を実現します。

第１章 公園協会の目指すビジョン
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①少子高齢化等への対応

わが国の人口は、平成２１年（2009年）以降減少に転じ、平成６０年（2048年）には１

億人を割ると見込まれていますが、高齢化率（高齢人口の総人口に対する割合）は平成２

２年（2010年）の２３．０％から、５０年後の平成７２年（2060年）には３９．９％と高

まり、２．５人に１人が６５歳以上となることが予測されています。 （図-１）

その一方、合計特殊出生率は１．３９人まで落ち込んでおり、現在の人口を維持していく

ためには、２．０７人まで増加させていかねばならないと言われています。

このように、我が国は、今後、人口減少と少子高齢化の急速な進展が現実のものとなっ

ており、その中で、公園緑地に求められる役割も大きくなってきています。

都市において、近隣でのコミュニティが希薄化する中で、公園緑地に多様な主体が、多

様な目的で集まり交流することの重要性が増しています。

図-１ 人口推移

（出典：総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24

年 1 月推計）:出生中位・死亡中位推計」（各年 10 月 1 日現在人口）、厚生労働省「人口動態統計」）

第１章 公園協会の目指すビジョン

ビジョン 3

私たちは、少子高齢化の進展などを見据え、公園・霊園等の役割の多様化に

的確に対応していきます！

少子高齢化対策などの多様な役割を担う

ビジョン策定の背景
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このような機能として、高齢（化）社会における公園緑地に求められる役割では、ラジ

オ体操・太極拳・ジョギングなど、憩い、安らぎ、健康維持のために活用できる場、ガイ

ドボランティア・観察会等の指導者など、健康で活動意欲の高いシニア層が知識や経験を

活かして活躍できる場、協働活動への参加、コミュニティデザインへの参画など、地域社

会とのつながりを確保していく場としての活用などが、重要となってきています。

子供の成長にとって、外で遊ぶことによる発育は欠かせませんが、近隣で子供どうしが

遊ぶことが少なくなり、公園緑地におけるコミュニティ形成がこの機能を補完しています。

また、最近では、路地の自動車交通が増えたことから、自転車に乗る練習の場としての公

園緑地利用が増えてきています。このように、豊かな自然の中で、子育てしやすい環境と

して活用できる場や、初めて外の社会に触れる機会を提供できる場としての活用などが重

要となってきています。

多様な主体が公園緑地を利用するためには、特に移動や情報などの面での弱者が快適に

使えることが重要です。これまでも、公園緑地では、段差の解消や、トイレ水飲み場の整

備、車椅子で回れる園路の案内など、バリアフリー化を進めてきました。最近では、ＩＣ

Ｔを活用した弱者支援など、新しい研究成果も出てきており、これらの技術も活用した、

誰もが使いやすい公園緑地の実現が必要です。

②海外からの来訪者へのおもてなしの質の向上

最近では、特に文化財庭園への外国人の入園者数が増えており、また、特に欧米の観光

客からの日本庭園への関心が高まっています。

現在、浜離宮恩賜庭園ではユビキタス

技術を活用した携帯端末による５か国６

言語（日本語、英語、フランス語、中国

語（簡体語・繁体語）、韓国語）の案内

をしているほか、９庭園でも５か国６言

語のパンフレットを用意し、外国人のお

客様に活用いただいています。また、外

国語対応スタッフの配置や、ティーセレ

モニーの紹介など対応を進めてきていま

す。

文化財庭園は、庭園を整備した将軍や

大名、財界人などのやすらぎやリフレッ

シュの場であっただけでなく、重要な客

を招きもてなす場でもありました。その

ため、庭園には、人を楽しませたり驚か

せたりするために、趣向を凝らした風景

第１章 公園協会の目指すビジョン

清澄庭園パンフレット
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をはじめ、歴史や文化に根ざし、庭園技術の粋を集めた、様々なしつらいが施されていま

す。文化財庭園は、茶の湯や着物など、日本の文化を体感するのにふさわしい和の空間に

なっています。

平成３２年（2020 年）には東京でオリンピック、パラリンピックが開催されることから、

海外からのお客様が、より快適に満足感を持てるよう、おもてなしの質を向上させていく

ことが必要です。

また、霊園には、我が国の各界を代表する著名人が眠っており、これらの情報を的確に

発信し、我が国の歴史や文化に対する理解を深めてもらう必要があります。

③霊園ニーズの変化

少子高齢化の進展は、自然・緑と密接に関わる霊園の在り方にも変化を与えています。

核家族化や少子化に伴い、先祖代々の墓を守っていくという意識の変化、墓地に対する価

値観の多様化が進んでいます。例えば、死後は自然に還りたいという思いから、シンボル

として植栽された樹木の周りに、遺骨を土に触れるかたちで埋蔵する樹林墓地・樹木墓地

が注目されているほか、子や孫の世代に負担をかけたくないという気持ちから、合葬式墓

地などの、新しい墓地に対する関心が高まってきています。

私たちは、少子高齢化の進展などを見据え、公園・霊園等の役割の多様化に的確に対応

していきます。

第１章 公園協会の目指すビジョン
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①地域との連携の取組

近年、公園緑地の利活用に関するニーズの多様化に伴い、公園緑地においてテーマ型の

コミュニティが形成され、愛好家団体、ボランティア、ＮＰＯ、企業等がそのコミュニテ

ィの中心となり、積極的に公園緑地の管理運営にも参画する動きが出てきています。

既に、一部の公園緑地では地域住民・ＮＰＯ・企業等が、公園緑地の管理・運営に参画

しており、民間資金やイベントノウハウの導入のほか、ボランティアによる主体的な管理

やコミュニティデザイン等の手法を取り入れ、高い成果をあげています。

また、公園緑地を使った防災訓練においても、地域住民や地元関係機関との連携を深め

てきています。

こうした活動に対しては、公園協会は、公園緑地に関わる多彩な主体のコーディネータ

ーとしての役割を果たすとともに、ボランティア活動助成による資金補助のほか、地域の

緑の担い手となる人材育成のための各種講習会の実施、ボランティア同志の交流の場の提

供など、様々な取組を行っています。

②地域における公園緑地の役割

また、地域における公園緑地は、憩いやくつろぎの場であるだけでなく、交流やコミュ

ニティ形成の場、体力作りの場、自然教育の場など、様々な役割を果たしています。

このような中で、都立公園においても、公園緑地が広域的な役割を負っていることにも

十分留意しつつ、地域との連携を進めていくことが必要です。公園協会には、公園緑地と

人・地域をつなげる触媒としての役割を積極的に果たしていくために、公園緑地における

多様で魅力的なメニューの提供や、多彩な主体（自治体、住民、学校、ＮＰＯ、企業等）

のパークマネジメントへの参画を促す取組を進めていかなければなりません。

私たちは、公園緑地をフィールドとして活用する地域社会との連携強化を図ることによ

り、より良い社会や地域づくりに貢献していきます。

第１章 公園協会の目指すビジョン

ビジョン 4

私たちは、公園緑地をフィールドとして活用する地域社会との連携強化を図る

ことにより、より良い社会や地域づくりに貢献していきます！

多様な主体との連携による地域の活性化に貢献する

ビジョン策定の背景
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①スポーツ・レクリエーションニーズの高まり

笹川スポーツ財団が実施した「スポーツライフに関する調査」によると、国民が日常的

に行うスポーツとして、「週１回以上」「週２回以上」の実施率が５９．１％、４９．３％

と過去最高となりました。中でも、「週２回以上、１回３０分以上、『ややきつい』」条件で

運動・スポーツをする「アクティブ･スポーツ人口」は、平成４年（1992 年）の調査以来、

平成２４年（2012 年）に初めて２０％を突破しました。

特に、ジョキング・ランニング人口は、平成１８年（2006 年）６０６万人（総人口の５．

９％）から、平成２４年（2012 年）の１，００９万人（総人口の９．７％）へと、飛躍的

に増加しています。

また、「都民のスポーツ活動に関する世論調査」(平成 24 年･東京都)では、今後行ってみ

たいと思うスポーツや運動の種目として、ウォーキング・散歩(５６．４％)、ラジオ体操・

ストレッチ・ヨガなど（３２．９％）と身近にできるスポーツ・運動に関心が高まり、都

民の健康志向が読み取れます。

②新たなスポーツライフの場としての公園緑地の役割

スポーツは、人間の可能性の極限を追求する競技スポーツから、体を動かすことによる

健康増進、ストレス発散など、様々なレベルで私たちの生活を支えています。

平成２３年（2011 年）には、これまでの「スポーツ振興法」が５０年ぶりに改正され、

あらたに「スポーツ基本法」が施行されました。ここでは、国や地方公共団体の責務がよ

り具体的に定められ、これまでの「スポーツをする権利」から「スポーツを通じて幸福で

豊かな生活を営むことは、全ての国民の権利である」とされています。

すなわち、全ての国民は、自発性のもと、それぞれの関心、適性等に応じ安全かつ公正

な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、楽しみ、また、スポーツを支える機会が確保さ

れなければならないと位置づけられています。

公園緑地は、私たちの生活において、最も身近に誰もが気軽に運動や健康づくりを楽し

める空間です。公園緑地で行われるスポーツや運動の素晴らしさは、緑豊かな環境に囲ま

れ自然に触れ合うことで、精神的な健康も得られることです。そうした公園緑地の素晴ら

しさを活かして、最近では、ジョキングやウォーキングなどの各種スポーツ活動以外にも、

公園ヨガ、早朝の太極拳や体操を楽しむ人など、多様なスポーツの楽しみ方が増えてきて

います。

第１章 公園協会の目指すビジョン

ビジョン 5

私たちは、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことができるような、新た

なスポーツライフの実現に向け、取り組んでいきます！

スポーツ・レクリエーションニーズに対応する

ビジョン策定の背景
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私たちが管理する駒沢オリンピック公園のジョキングコースでは、１周２,１４０ｍ、園

路沿いにウメ、サクラ、ケヤキなど、四季の変化を感じながら走れることから、週末には、

３，０００人から４，０００人のランナーが集まり利用されています。また、走る人ばか

りでなくウォーキングやサイクリングをする人も多く、駒沢オリンピック公園は、健康づ

くりの場としてまたスポーツライフの場として大勢の人で賑わっています。

平成３２年（2020 年）には、東京オリンピックが開催されることが決まりました。国民

のスポーツに対する関心が高まり、公園緑地が身近なスポーツを楽しむ場として、また、

健康づくりの場として、さらには、新たなスポーツライフの場として、その役割をこれま

で以上に果たすことが期待されています。

そのためにも、公園としての場の提供だけでなく、公園でのスポーツ・レクリエーショ

ンを通じての仲間づくり、地域の人々の交流など、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を

営むことができるような、新たなスポーツライフの実現に向け取り組んでいきます。

駒沢オリンピック公園

第１章 公園協会の目指すビジョン
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①国民の環境意識の高まり

近年、人間活動が与える負荷により、地球規模の環境破壊が進んでいます。地球上の生

物多様性が急速に失われ、生態系の攪乱が進み、人間の生活基盤にまで与える影響が深刻

です。最近、内閣府が調査した「環境問題に関する世論調査（2013 年）」においては、自然

に対する関心があると答えた人が９０．４％、生態系という言葉を聞いたことがあると答

えた人が５５．５％と、環境に対する関心の高さがうかがえます。

このように、国民の環境意識の高まりを受け、生物多様性保全の必要性が、益々、注目

されています。平成２０年（2008 年）には、生物多様性基本法が制定され、また、平成２

２年（2010 年）には、生物多様性条約第１０回締約国会議（COP10）が名古屋市で開催さ

れるなど、生物多様性に関する社会的要請が高まっています。その翌年には、生物多様性

地域連携促進法（2011 年）が施行されるなど、地域レベルでの様々な取組が進んでいます。

今後、あらたな環境づくりの主体としての市民やＮＰＯのほか、ＣＳＲ（Corporate Social 
Responsibility）やＣＳＶ（Creating Shared Value）を追及する企業の積極的な参画など、

地域レベルでの環境問題への対応が、ますます進んでいくと思われます。

私たちは、公園等で環境保全活動に関わる様々な人々と連携し、共に力を合わせながら、

生物多様性の保全に向けた積極的な取組をおこなっていきます。

②生物多様性の保全に向けた取組

「生物多様性」には、「種の多様性」をはじめ「遺伝子の多様性」「生態系の多様性」と、

複数レベルの多様性を含みますが、中でも公園緑地の整備･管理の視点からも「生態系の多

様性」の保全及び確保は、重要な取組です。

公園緑地は、利用促進のみならず、生き物も含めた豊かな自然を守り育てることも大切

な役割です。

東京には、奥多摩の亜高山帯から小笠原諸島の亜熱帯まで、日本の縮図といえる豊かな

自然が存在します。これらの自然は、まさに生物多様性の宝庫でもあります。

しかし、開発に伴う動植物の生息地の消失や生態系の破壊、里地里山の管理放棄による

自然環境の悪化等、生態系などの保全を図る上でも、危機的な状況にあります。

第１章 公園協会の目指すビジョン

ビジョン 6

私たちは、自然公園や都市公園等において、生物多様性の保全に向けた役

割を積極的に果たしていきます！

生物多様性の保全に向けた役割を発揮する

ビジョン策定の背景
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東京都は、平成２４年（2012 年）「緑施策の新展開～生物多様性の保全に向けた基本戦略」

を策定するなど、様々な関連施策により、緑の質を高める視点を強化する将来的な取組の

方向性を定めています。

これらの施策を受けて、私たちは、山地、丘陵地、崖線や里山に残る貴重な緑がネット

ワークを形成し、個々の公園等が持つ自然特性を活かしながら、より広域的な観点から生

物多様性の保全に努めることが必要であると考えています。

また、丘陵地では、古くから里山に見られるような生物多様性を維持しながら、人間と

自然が共生する仕組みが確立されてきました。例えば、雑木林のような二次林は、自然条

件のみならず人手によって定期的に管理されることにより、多くの生き物が生息できる空

間や、植物による群落を形成してきました。丘陵地公園等では、下草刈りや萌芽更新作業

等を通じて、このような植物群落を維持することで、生物多様性の保全や、安定的な環境

維持につながっていきます。

私たちは、自然公園の拠点施設や丘陵地公園等の公園緑地において、生物多様性の保全

に向けた役割を積極的に果たしていきます。

水と緑の回廊の形成 グリーンロード・ネットワークの充実と貴重な緑の保全

（出展：東京都「「２０２０年の東京」へのアクションプログラム２０１３」）

（関連施策）
「緑の東京計画」、「２０２０年の東京」、「東京都景観条例（丘陵地景観基本軸、国分
寺崖線景観基本軸）、「都市計画公園・緑地の整備方針」、「緑確保の総合的な方針」等

第１章 公園協会の目指すビジョン
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①世界の中の東京～国際化の進展～

都市の競争力が国家の成長をけん引する原動力と言われる中、東京は、高い技術力を有

する中小企業を含めた企業活動や、都市基盤や土地利用の高度化、大気質や水質をはじめ

とした環境対策などの都市再生に向けた取組の結果、日本国内のみならず世界をけん引す

る主要都市となっています。

一方、民間企業が実施している都市ランキングでは、日本は経済項目が高い評価である

のに対し、文化的な項目の評価はあまり高くないと言えます。

文化的な価値を発信し評価を受けることは、世界を代表する主要都市としての魅力を発

展させるための大切な要素の一つです。そのため、東京の多彩な魅力を演出・発信し、国

内外から来訪者を呼び込む取組が必要となっています。

②庭園等の魅力向上と文化の発信

東京の魅力を体感できる空間や機会を提供するための場として、文化財庭園をはじめと

する公園・霊園等の緑の重要度が増しています。

江戸のまちは、庭園等の緑が連担する美しい景観を有していたといわれており、文化財

庭園をはじめ現在の東京のまちの緑も、江戸の緑を下敷きにしたものが多く見られます。

これらの緑は有機的なネットワークとして、景観の面からも、自然の面からも、東京の魅

力を支えています。

東京都生活文化局が行ったアンケートでは、外国人にアピールしたい東京の魅力の第２

位に神社仏閣、庭園等の歴史的・文化的施設が選ばれています。

とりわけ、公園協会が管理している文化財庭園は、江戸から続く和の文化を体感できる

数少ない空間であり、東京が風格を持った都市として認められるためには、その魅力向上

と、文化的な価値の発信が重要です。

文化財庭園は、江戸時代の大規模火災・関東大震災・戦災による被災や樹木の成長など

により、作庭時の姿が変化してきているため、文化財庭園としての価値を高め、その魅力

向上を図るには、保存管理計画書はもとより、古文書の史資料を参照し、庭園のあるべき

姿を見据えた上、常にその保存・復原に向け取り組む必要があります。

第１章 公園協会の目指すビジョン

国際都市東京にふさわしい公園緑地の魅力向上と、

文化の発信に寄与する

ビジョン 7

私たちは、文化財庭園をはじめとする公園・霊園等の歴史的文化的価値を高

めるとともに、その魅力を内外に発信し、東京の更なる魅力向上に寄与しま

す！

ビジョン策定の背景
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また、大名庭園や旧財閥の所有していた庭園等が、我が国の文化の中で持つ意味や位置

付けを、外国人にも分かるよう紹介していくことが重要です。

私たちは、文化財庭園をはじめとする公園・霊園等の歴史的文化的価値を高めるととも

に、その魅力を内外に発信し、東京の更なる魅力向上に寄与します。

第１章 公園協会の目指すビジョン
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公園協会は、目指すビジョンを実現するために７つの取組の柱を立て、確実に事業を推進

していきます。

①適切な維持管理の実施

将来にわたって、公園緑地の安全を確保し、公園緑地の景観が人々にやすらぎや癒しを与えら

れるよう、公園施設や樹木について、高い専門性を持った管理技術と管理計画に基づいた適切な

維持管理を実施していきます。

樹木の繁茂により見通しの悪い場所や高密度で植栽された場所、近隣への影響を及ぼすおそ

れのある場合など、樹木の伐採や枝の剪定等を含め、適切な樹林地の密度管理を実施していきま

す。将来の樹形を予測し、将来の公園緑地の姿を見据えた作業を行います。

特に、樹木の健康管理については、公園協会内資格制度である樹木点検員が、年間を通じて

樹木を点検し、異常が発見されれば直ちに、公園協会職員である樹木医が樹木診断を行うなど、

樹木の安全管理を徹底します。

また、子どもたちが利用する遊具等については、日々の安全点検のほか、専門業者の協力を得

ながら計画的に安全点検を実施し、公園利用者の安全・安心を第一とした、施設管理に取り組ん

でいきます。

②維持管理における企業連携

公園緑地等の維持管理には、造園、土木、建築、電気設備、給排水設備、スポーツ施設の

管理など、専門性を有し、その公園緑地等を熟知して早急な対応を図ることができる様々な企

業との協力が不可欠であり、それらの専門業者と特約店契約を結ぶなど連携して事業を進め

ます。

特に、地域の造園業界との連携は、台風や雪害等の気象災害の増加に伴い、災害対応の

協力・支援の体制の構築、情報・技能連携の強化が重要となっています。また、公園協会と造

園業界の技術・技能レベルの向上を目指し、造園緑化業協会等と連携しながら、都立庭園や

公園緑地を技術研修の場として活用することなどにより、造園技術・技能者を育成し、造園技

術・技能の継承と向上を図っていきます。

ビジョンを実現するための７つの取組第 章

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組

２第   章

取組 1

公園緑地の快適性の確保
ビジョン 1

公園緑地の基本的
機能を守り育てる
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さらに、適切な契約手法の導入により、地元造園業者等との連携を一層強化し、正確性と

迅速性を兼ね備えた維持管理レベルの高度化を図っていきます。東京の緑を維持していく

ためにも、緑を扱うプロ集団である造園業等の安定的発展に寄与できるよう取り組んでいき

ます。

③防犯対策の推進

公園緑地の維持管理とともに、公園緑地の防犯も課題の一つです。安全・安心を確保して、

都民にやすらぎや癒しを感じてもらい、公園緑地を楽しんでいただく使命を果たすとともに、

平成３２年（2020 年）のオリンピック・パラリンピック開催に際し、犯罪のない安全・安

心の空間として、公園緑地の環境整備を図る必要があります。

公園緑地においては、トイレの便器や自動販売機等の破壊行為などの事件の発生も少なく

ない現状にあります。各公園では、自治体はもとより地域住民・自治会等との協力・支援と

合わせ、警察・消防を始めとする関係機関の協力を得ながら、巡回等による警戒警備の実施、

園内放送による利用者への注意喚起を行うなど、防犯強化に取り組んでいます。   

今後においても、死角を補完する防犯カメラの設置や警備の充実など、公園緑地における

防犯対策を効果的に推進し、安全・安心の確保に努めていきます。

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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①大規模救出救助活動拠点及び防災公園ネットワークの機能強化

現在、公園協会は、指定管理を特命で受けて管理している、１１の大規模救出救助活動拠

点、そのひとつに近接して一体的に管理している１つの公園、ヘリコプター活動拠点候補地

4の中で避難場所としての規模が大きく、発災時に重要な役割を求められる２公園により、

防災公園ネットワークを構築しています。これらの公園では、訓練などを通して、自治体、

地域住民、警察、消防、自衛隊等との連携を深めているほか、通信手段の確保等に取り組ん

でいます。

平成２６年（2014 年）４月に東京都が発表した首都直下地震等対処要領では、都立公園

として、大規模救出救助活動拠点候補地の２１公園が示されており、今後、これらの公園等

を加え、さらなる防災公園ネットワークの拡充を図っていく必要があります。

                                                
4 「東京都地域防災計画」により候補地として指定された、震災時に道路障害物除去による交通路の回復が行

われるまでの間の医療搬送や緊急輸送を行うために、ヘリコプターによる空路を確保する必要があり、迅速な救出・

救助、消防活動、物資輸送等に資するためにヘリコプターの緊急離着陸場所として活用される公園

公園協会が管理する、防災公園ネットワーク（１４公園）

●大規模救出救助活動拠点（１１公園）

木場公園・駒沢オリンピック公園・和田堀公園・城北中央公園・舎人公園・水元公園・篠崎公園・

葛西臨海公園・小金井公園・武蔵野の森公園・神代植物公園

●大規模救出救助活動拠点と一体的に管理している公園（１公園）

善福寺川緑地

●ヘリコプター活動拠点候補地（２公園）

代々木公園・光が丘公園

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組

＊ 黄色は現在大規模救出救助活動拠点に指定されている公園
＊ ★は公園協会が指定管理者として管理している公園

1 木場公園 ★ 8 葛西臨海公園★ 15 汐入公園

2 駒沢オリンピック公園★ 9 小金井公園★ 16 砧公園★

3 和田堀公園★ 10 武蔵野の森公園★ 17 秋留台公園★

4 城北中央公園★ 11 神代植物公園★ 18 東村山中央公園

5 舎人公園★ 12 代々木公園★ 19 東大和南公園

6 水元公園★ 13 光が丘公園★ 20 府中の森公園

7 篠崎公園★ 14 東白鬚公園 21 武蔵野中央公園

大規模救出救助活動拠点候補地　（平成26年4月）

取組 ２

公園緑地の防災機能の強化
ビジョン 2

公園緑地の防災力
を強化する
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大規模救出救助活動拠点となる公園では、東京都や関係機

関等と連携し、ヘリポートや災害救助機関のベースキャンプ

の確保を行うことが求められており、平常時から合同訓練を

積み重ねることにより、発災時に迅速かつ円滑な救護・復興

活動ができるように取り組みます。

公園協会では、防災公園ネットワークの機能を最大限に発

揮できるよう公園緑地の防災体制を一層強化していきます。

また、公園協会のスケールメリットを最大限に活用し、初

動対応時における全ての大規模救出救助活動拠点等への参集

体制を盤石のものとするほか、実効性の高い総合防災計画の

策定により、大規模災害発生時においても安定した災害対応

力を発揮する体制を強化します。

②避難場所の機能発揮

東京都の地域防災計画に定める避難場所は、「大地震時に発

生する延焼火災やその他の危険から避難者の生命を保護する

ために必要な面積を有する大規模公園、緑地等のオープンス

ペースをいう」と定められており、多くの都立公園が避難場

所に指定されています。

特に、多くの避難者を受け入れる避難場所では、震災時の

大規模な延焼火災やその他の危険から人々の命を守るため、日

頃から震災等に備えた万全の備えを行う必要があります。

公園協会は、公的団体としての役割をふまえ、これまで防災公園の管理運営で蓄積した経験を

基に、防災公園ネットワークを避難場所となっている公園緑地に拡げ、地元自治体や警察、消防

等の関係機関と連携を深めることで、命を守るための公園の機能をより強化していきます。

また、震災等の大規模災害発生時の混乱状況下においても、より円滑に公園の避難場所として

の機能を発揮するため、地域住民と日ごろからの連携を強め、防災訓練等の実施により、共助によ

る防災態勢の確立に向けた取組を進めます。

さらに、いざという時に必要な準備に対して、自治体や自治会との協定などにより、公園協会の

備品の活用や、備蓄への支援など、防災機能を高めるための施策に積極的に取り組んでいきま

す。

消防と連携した防災訓練

（舎人公園）

自衛隊と連携した防災訓練

（木場公園）

地元自治会との防災訓練

（武蔵野の森公園）

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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①スポーツ利用の促進

スポーツ利用の増加に伴い、東京都と協議・調整の上、ジョギングコースやサイクリン

グコースの補修、サイン類や案内施設の整備、ロッカーやシャワーなどのスポーツ利用を支

援する施設の設置等、ハード面の検討に加え、多種多様な利用目的に合わせた公園利用のル

ール作りなどのソフト面の整備も合わせて行い、スポーツ利用の促進につなげるサービスの

拡充に取り組んでいきます。

②オリンピック・パラリンピック関連イベントの開催

東京オリンピック・パラリンピックでは、武蔵野の森公園がロード・レースのゴールとな

る等、協会の管理する公園緑地やその周辺も会場に設定されています。

会場として予定される公園緑地はもとより、前回の昭和３９年（1964 年）大会で会場と

なった公園、さらに練習会場やパブリックビューイング会場となるその他の公園緑地等にお

いても、東京都や企業等との連携によるオリンピック・パラリンピックを盛り上げる関連イ

ベントを多数開催し、横断的な人の交流やつながりの輪を創出するなど、東京全体をフィー

ルドとしてオリンピック・パラリンピック機運の醸成に努めます。

③公園・庭園・霊園が率先して世界の人々を「おもてなし」

平成３２年（2020 年）に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け、公園緑

地におけるスポーツ・レクリエーション施設をはじめとする様々な公園施設等のソフト・ハ

ードを含めた充実と、魅力アップを図ります。

利用者それぞれのライフステージに対応して身近に楽しめる場所として、公園緑地におけ

る賑わいの創出を図り、来園者が満足し、喜んでいただける公園づくりを進めます。

また、洗練された日本の文化である「おもてなし」の心を持って、公園・庭園・霊園等の

来園者に接するのはもちろんのこと、特に文化財庭園では日本を際立たせる和の文化を表す

庭園そのものの質の向上をはじめ、お茶・和菓子・和食等の食文化の提供など、ホスピタリ

ティ溢れるサービスの充実を図り、「おもてなし」の心で来園者をお迎えします。

④海外からの来園者へのサービス

オリンピック・パラリンピックの開催を契機とし、様々な言語圏からお客様が公園・庭園・

霊園等に来園されます。これらの方々が、楽しくスムーズに園内を周遊できるよう、外国語

の案内を充実させます。

例えば、道標・サインやパンフレット類、スマートフォン等による案内を有機的に組み合

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組

取組 3

上質なサービスを

提供する空間の創出

ビジョン 3

少子高齢化対策等

多様な役割を担う

ビジョン 5

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰ ｼｮﾝ
ﾆ ｰ ｽ ﾞ に 対 応 す る

ビジョン 7

東京の魅力向上と

文化の発信に貢献
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わせて、必要な情報が的確に入手できるようにシステムを構築します。今後、各文化財庭園

で活用しているパンフレットの対応言語を順次増やしていくとともに、アンケート結果等を

基に内容を充実していきます。

また、外国人の方向けに、日本の文化のみならず維持管理の技術説明なども盛り込んだ

解説プログラムを開発し、日本の特質を分かりやすく紹介していきます。

オリンピック・パラリンピックが開催される平成３２年（2020 年）には、多くの外国人

が自分のスマートフォンを持ってくることが予測されるため、スマートフォンをインターネ

ットにつなぐための Wi-Fi スポットを順次増加させていきます。

また、浜離宮恩賜庭園のユビキタスの活用でも明らかなように、文化財庭園などではＩＣ

Ｔの活用は、多言語での案内に有効です。このため、東京都のＩＣＴ施策とも連動し、庭園

のＩＣＴ対応を充実させます。

⑤緑豊かな都市環境の創出

平成３２年（2020 年）の東京オリンピック・パラリンピックの立候補ファイルにおいて、

自然と共生する都市環境計画が謳われています。

公園協会は、都市緑化推進の取組を進め、都市の貴重な花と緑を育み、自然と調和した都

市環境や美しい景観の創出に貢献します。また、住民や自治体、学校やＮＰＯ等、様々な主

体との協働により、地域全体で環境保全・都市緑化に取り組んでいきます。

例えば、毎年秋に日比谷公園で開催する都市緑化の祭典である「日比谷公園ガーデニング

ショー」などにより、「花と緑・環境」のメッセージを世界に発信するとともに、自然と調

和した緑豊かな東京の実現への機運を高めていきます。

さらに、オリンピック・パラリンピックを契機としたボランティア活動・都民協働のつな

がりを大切にし、オリンピック・パラリンピック以後も継続的に活動できる仕組の構築に取

り組んでいきます。

⑥公園施設の活用による公園の魅力向上

豊かな緑空間の中で、木漏れ日を浴びながらゆっくりとカフェを楽しむというように、居

心地の良い空間を提供し、お客様を楽しませるイベント等を開催するなど、公園緑地全体の

魅力アップにつなげていきます。

多くの人々が公園緑地に行くことで、生活の豊かさを実感できるよう、売店・レストラン

等の洗練化やニーズに合った商品の選択・クオリティの向上、販売方法の工夫などを進めま

す。

平成２４年度（2012年）の上野恩賜公園竹の台広場のオープンカフェに続き、平成２３

年（2011年）に改正された河川敷地占用許可準則を適用した平成２５年（2013年）の隅田公

園河川区域のオープンカフェ、環状二号線（新虎通り）の道路区域のオープンカフェなど、

民間企業のノウハウを活用した新たな魅力ある飲食サービスの提供が始まっています。公園

協会においても、東京都と十分な調整を行い、公園緑地のマネジメントとの整合性を図った

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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うえで、売店・レストラン等の先進事業者との連携を検討していきます。

また、オリンピック・パラリンピック開催を控え、老朽化したトイレや遊具、ベンチ等

をはじめとする公園施設の改善、質の向上等について、緊急性や公共性等からその優先度を

判断し、東京都と協議の上、ユニバーサルデザインの視点や、利用に際しての安全性・快適

性の確保、景観に配慮した素材・デザインの採用等を踏まえて、計画的な補修・改修を実施

し、公園緑地の利便性と品格の向上に努めていきます。

売店リニューアル

（代々木公園 4 号売店）

上野恩賜公園竹の台広場オープンカフェ

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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①地域コミュニティ活性化に向けたコーディネーターとしての能力・機能の強化

地縁型・テーマ型のコミュニティ形成に向けて、公園協会が長年培ってきた都民協働の基

盤・ノウハウを最大限に活かし、コーディネーターとして地域社会に積極的に関わりを持っ

ていきます。

公園緑地が地域社会のコミュニティ形成に

重要な役割を発揮できるよう、公園協会が中心

となって連絡協議会を開催するなど、多様な主

体（自治体、住民、学校、ＮＰＯ、企業等）と

の有機的な連携を進めていきます。

また、平成３２年（2020 年）の東京オリン

ピック・パラリンピックを見据え、スポーツや

都市緑化関連の協働を推進していくだけでな

く、オリンピック・パラリンピック以後も引き

続き活動できるコミュニティづくりを支援し

ていきます。

②高齢化への対応

誰でも利用しやすい公園緑地づくりに向け、

バリアフリー化を進めるとともに、ユニバーサ

ルデザインの視点に基づいた公園緑地管理を進めていき

ます。

また、シニア層が楽しんで参加できる、多彩な協働プ

ログラム、参加型イベント等を実施していきます。さら

に、健康で活動意欲の高いシニア層が、知識や経験を活

かして活躍できる機会の提供として、公園ガイドや植物

管理ボランティア、イベント講師の養成に取り組み、こ

れらのシニア層とともに、より良い公園緑地づくりを推

し進めていきます。

③少子化への対応

親が子どもを安心して遊ばせることのできる環境、地域が子育てを支えることのできる

環境を、公園緑地から広げていきます。

花壇ボランティア活動 （陵南公園）

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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公園緑地を中心とした

地域との連携強化

ビジョン 3
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多様な主体との連携

による地域の活性化
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まず、園路や遊具、樹木等、公園施設等の日常点検や定期点検を確実に実施し、安全・

安心の確保を徹底します。

また、自然観察や自然とのふれあいなど、生物多様性を学習する身近なフィールドとして

の公園緑地を活かして、子どもが安心して楽しめる魅力あるレクリエーション空間を提供し

ていきます。例えば、植物多様性センターや丘陵地公園での自然学習教室などの自然教育プ

ログラム・イベントの開催や、屋外での遊び活動などの子供教育に取り組む人達との協働の

推進、大型遊具、ジャブジャブ池、そりゲレンデなど特色ある遊戯施設を活かした遊びの場

の安全な管理運営等に取り組んでいきます。

加えて、この４月に武蔵野の森公園にオープンした未就学児を対象としたのびのび親子館

のように、親子で楽しめるだけでなく、親同士の交流もできるような機会を創出するなど、

地域コミュニティと公園緑地との連携を深め、ソフト・ハード両面から、子育て支援に取り

組んでいきます。

  

子供フェスタ （小金井公園） 親子凧揚げ大会 （大泉中央公園）

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組

プレイパーク(冒険遊び場) （善福寺川緑地）
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①緑豊かな自然資源と歴史的な人文資源の保全と活用

都立霊園は、明治７年（1874 年）に東京府の墓地として造成されたことから始まり、時

代の変遷による一部霊園の整理廃止・新規設置や管理者の移行を経ながら、都民のための公

共墓地として様々な墓地需要に応えてきました。

都立霊園のうち、郊外の霊園は、大正１２年（1923 年）にドイツの森林墓地を参考に建

設された多磨霊園を始めとする公園墓地（修景墓地）として形成される一方、区部における

霊園は、「霊園」と「公園」が共存した空間として、霊園利用者だけでなく、広く都民が憩

うことのできる、その地域を特徴づける貴重な公共空地としての役割を担ってきました。

また、青山霊園の大久保利通や雑司ヶ谷霊園の夏目漱石を始め、都立霊園には歴史上の偉

人・著名人が多く眠っており、人文資源としての高い価値も有しています。フランスのミシ

ュラングリーンガイドブックでも青山霊園と谷中霊園が２つ星を獲得するなど、観光資源と

しての評価も得ています。

このように、都立霊園は、豊かな緑と興味深い歴史に触れられる東京の財産であることか

ら、自然や文化を求める方も多く訪れています。緑環境の保全・維持はもとより、散策にふ

さわしい安全管理等の役割等を果たし、その価値を守り伝え、人文資源の紹介や都民の憩い

の空間としての活用に取り組んでいきます。

②公平・公正で着実な事業運営

公共墓地としての都立霊園は、供給計画に基づく公

募、霊園再生事業や、樹林・樹木墓地等の新形式墓地

の整備など、都の政策と施設管理運営との連動性が極

めて高い施設です。

管理に当たっては、墓地、埋葬等に関する法律や東

京都霊園条例等の法令を遵守し、専門性の高い事務処

理や使用者等の個人情報の徹底した管理が求められる

など、使用者への公平、公正な対応と、都の政策判断

に基づいた適正な事業実施が強く求められています。

その役割を果たすため、厳正かつ公正な業務を着実に

遂行するとともに、親切・丁寧で質の高いサービスを

統一的・安定的に提供し、都民との信頼関係を継承し

ていきます。

また、樹林墓地等の新たな霊園ニーズの拡大に的確

樹林墓地（小平霊園）

樹木墓地（小平霊園）

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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に対応し、霊園管理業務を着実に遂行するとともに、故人と遺族との接点としてふさわしい

静謐な環境の維持・保全に努めていきます。

さらに、東京都が設置した唯一の火葬場である瑞江葬儀所においては、個人の尊厳を尊

重しつつ公平・公正で着実な事業運営を進めるとともに、貴重な緑地空間の提供や外周等の

清掃活動を実施するなど、周辺環境への配慮や地域との連携強化に取り組みます。

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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①公園緑地サービスセンターの拠点機能の発揮

自然は、地形地質や土壌、水分条件をはじめとする無機的環境と、そこに生育する動植物や微

生物から構成される複雑な生態系で成り立っており、自然を的確に守り育てるためには、自然をよ

く理解し認識を深める必要があります。

また、現存する自然の多くは、雑木林に代表されるように、炭焼きや耕作等、人々の暮らしと共

に培われてきた二次的自然であり、多様な生物が生息可能な環境を維持し、良好な姿で保全して

いくには、下草刈りや萌芽更新等の維持管理を継続して的確に行う必要があります。

さらに、残された緑や自然に対しては生物多様性の保全にとどまらず、環境教育機能や野外レ

クリエーションの場としての役割も期待されています。

これらの機能を十分に発揮し、自然環境の保全と利用の調和を図るには、専門家やボランティ

ア団体等との協働が不可欠です。

公園緑地サービスセンターが、生態系の保全・育成のための情報拠点となるとともに、専門家や

ボランティアが樹林管理作業や体験イベント等を行う活動拠点となるよう取組を進めます。

②生物多様性について守り・伝える拠点機能の発揮

神代植物公園及び植物多様性センターでは、絶滅危惧種の

保護･増殖を行うと共に、植物多様性の一層の推進を図るため、

取り組んでいます。

ここでは、「種の多様性」の観点から、東京に残る絶滅危惧

種の現地保存のための技術支援やデータの集積等を行い、科

学的知見に立った取組をおこなっています。特に、大学や専

門機関との連携による取組は、今後の種の保存活動を行うう

えで大切な役割です。

東京の奥多摩から島しょ部までの多様な緑を科学的に理解

し、その貴重な自然を、次世代に継承するためにも、「保護・

増殖」「情報収集・発信」「教育・普及」の３つの柱を軸に、

神代植物公園の「植物多様性保全拠点園」としての機能強化

に取り組んでいきます。特に、自然公園、丘陵地公園、崖線

沿いの公園緑地の３つのフィールドを重視し、植物多様性の

軸で貫く役割を発揮します。

また、行政機関はもとより、他の植物園、大学等の研究機

関、地元の保護団体、自然の保全に取り組む企業等とのネッ 植物多様性センターの取組

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組

取組 6

生態系の保全・育成に向けた拠点

機能の発揮

ビジョン 6

生物多様性の保全

に向けた役割発揮
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トワークを構築し、活動の中核的存在として、その役割を発揮していきます。

さらに、神代植物公園及び植物多様性センターを、誰もが植物に関する知識を楽しみな

がら学ぶことができる植物園として、情報発信機能を強化するとともに、生物多様性や江戸

園芸植物に関する知識習得・環境教育や、地域連携事業の拠点として活性化を図ります。

特に、次世代を担う子供たちに対しては、生物多様性の保全の大切さを伝えるため、植物

多様性センターはじめ丘陵地の公園緑地などを積極的に活用し、生物多様性に関する教育・

普及活動の更なる充実に努めていきます。

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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①文化財庭園から和の文化の魅力発信

平成２５年（2013 年）、内閣官房にクールジ

ャパン推進会議が設置されるなど、日本文化の魅

力を見直し、発信していこうとする動きが国内で

高まっています。また、平成３２年（2020 年）

の東京オリンピック・パラリンピックの開催を契

機に、東京から日本の価値を世界へ向けて伝えて

いくことが期待されています。

この流れを受けて、文化財庭園の管理者である

私たちには、日本を際立たせる和の文化を表す空

間として、江戸の洗練された回遊式庭園を始めと

する庭園文化の魅力を発信していきます。

②庭園技術の伝承と作庭意図に沿った復原

文化財庭園の文化的・歴史的価値をより一層高

めることを目指し、作庭意図に即した姿への復原

を、文化財保護や庭園史の専門家と連携し、より

一層積極的に進めていきます。

また、庭園の価値を守り育てているのは、高い

技能を持った現場の職員です。このため、長年培

ってきた技能の伝承を図るとともに、長期的な視

野での人材育成を進めます。

わが国の庭園は、長い歴史の中で、浄土思想や

禅の影響などを受け、高度な文化財として発展し

てきました。東京都が管理する文化財庭園の価値

を、東京グリーンアーカイブスに収集された資料

や、専門家の参画により明確にし、国内外に発信

していきます。

さらには、文化的・観光的拠点としての活用

のなかで、書やお茶などの伝統文化体験、虫聞き

の会やお月見等の伝統行事、伝統技能見学会の実

伝統技能見学会（浜離宮恩賜庭園）

書道体験（清澄庭園）

和菓子づくり（向島百花園）

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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施など、「見る」「知る」「体験する」空間として、その魅力を最大限引き出し、効果的に

伝える創意工夫を継続していきます。

第２章 ビジョンを実現するための７つの取組
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公園協会は、組織運営や取組態勢を不断に進化させ、これまでに述べた７つのビジョンと

７つの取組を実現していきます。

①総合プロデュース力の発揮

公園協会は、東京都の公園緑地・緑化行政を補完する組織として設立され、６０年間にわ

たり、公園緑地管理や緑化事業の発展に努め、経験やノウハウを蓄積し、技術力の向上に努

めてきました。また、平成７年（1995 年）からは東京水辺ライン運航等の水辺環境事業を

実施するなど、都の水辺行政の

補完にも携わってきています。

公園協会の強みは、これらの多

様な現場で積み重ねてきたノ

ウハウと、現場で磨いてきた多

様な職員の持つスキルであり、そ

れらを複合的に組み合わせて事

業を実施し、公園緑地の魅力を

顕在化させることができるという、

「公園協会力」を有していることで

す。

また、指定管理事業だけでなく、

公益事業、収益事業、水辺事業

も広く展開しているメリットを最大

限に発揮して、公園緑地（単体の

公園緑地から広域的な都立公園緑地群、ひいては都立公園緑地全体まで）を、より楽しく、より豊

かに、より効果的に演出する、総合プロデューサーの役割を担います。

また、民間の優れたアイデアや運営能力を活かすため、民間と連携した公園緑地の管理運営形

態を模索するとともに、公園緑地の管理運営が人々のニーズから離れて陳腐化することのないよう、

絶えず点検・改善していきます。

ビジョンの実現のために第 章

第３章 ビジョンの実現のために
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パークマネジメントにおいて重要な役割を発揮できる

組織づくり
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さらに、首都東京の公園緑地を管理運営していくものとして、全国公園協議会の運営や、

専門誌「都市公園」の発刊、日本三大ガーデニングショーのひとつとも言われている「日比

谷公園ガーデニングショー」を積極的に推進していくなど、全国の公園緑地の管理者とネッ

トワークを構築し、日本の公園緑地の運営管理に対してリーダーとしての役割も果たしてい

きます。

公園協会だからこそできる総合プロデュース力を発揮して、井下清から綿々と受け継ぐ「利用本

位の都民サービスに重点を置くと共に、進んで公園の積極的な発展に貢献」していきます。

②指定管理者制度に基づく、公園緑地等公の施設の的確な管理

地方自治法の改正により平成１５年（2003 年）９月に民間事業者のノウハウや競争原理

を適用することで、経費削減と住民サービスの向上を目的に、指定管理者制度が導入されま

した。

しかしながら、制度の運用から１０年を経て、全国の自治体において、博物館や美術館な

どの文化施設についての指定管理者制度の運用が見直されるなど、民間事業者から直営や外

郭団体の管理に戻す動きも見えます。都内でも荒川区が荒川遊園を、文京区が教育の森公園

ほか２施設を、民間から直営に戻しています。

東京都では、文化財庭園や霊園、葬儀所に加え、前回の指定管理者選定から防災公園につ

いて、公園協会が特命により指定管理を受けています。これらの施設は、管理運営に当たり

コスト削減努力だけでなく、高度な管理の公平性、公正性や政策との連動性が強く求められ

ています。

公園協会は、民間と競争する施設はもとより、公的な性格を強く持つ施設の運営に当たっ

ても、常にお客様目線に立ったサービスの向上と同時に、東京都を補完する公として、業務

の効率化に努めつつ、公平公正な事業運営や東京都の施策を的確に現場に移し、効率的に実

現できる態勢を構築していきます。

また、東京都の施策との連動性が高く公的な性格を持つ施設、また、広く都民の福祉の向

上や自然環境の保全に資する公園緑地等については、積極的にその管理運営に参画していき

ます。

③「緑を知る」センター機能の強化

公園協会では、みどりの図書館「東京グリーンアーカイブス」として、緑に関する図書や

雑誌をはじめ、公園や緑地に関する貴重な古写真、図面、絵はがき等の資料など約１６万点

を所蔵する緑の専門図書館を有しています。

例えば、作庭時の資料を参照することにより、作庭意図に基づいた庭園の修復が可能とな

るほか、祖庭と号した長岡安平（1842‐1925）や井下清ら先人の理念等を知ることができ

るなど、歴史を遡るブラウジング機能を発揮することができます。また、未来に向けて、「今」

（＝現在）を残しておく大切な意味も持っています。

第３章 ビジョンの実現のために
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さらに、「緑と水の市民カレッジ講座」では、緑と水に関する幅広い知識が学べる各種

講座等を開催しています。テーマは環境問題から、公園緑地、都市緑化、暮らしの中の緑ま

で様々であり、各分野の専門家の講義や、公園や庭園を利用した実習も取り入れており、誰

でも簡単に知識や技術を身につけることができます。

「みどりの○i プラザ」は、都立公園の情報、緑や水などの環境に関する展示、東京グリー

ンアーカイブス所蔵の貴重な資料等を一般公開しています。また、都立公園などで活躍する

ボランティアの方々の活動紹介や交流・研修を目的とした緑の情報発信基地でもあります。

このように、東京の緑を未来に引き継ぐための、貴重な知財をストックするとともに、積

極的に公園緑地の魅力発信、普及啓発を図ることで、カレッジから公園緑地へ、公園緑地か

らアーカイブスへといった人の流れ、交流を生み出し、公園緑地の利活用を進めていきます。

また、調査・研究事業等で培ってきた、樹木診断や植物の保護・増殖技術等の知財を活用し

て、住民や他団体へ緑と公園に係る支援を実施していきます。

④植物多様性の保全・普及啓発の中心的役割の発揮

神代植物公園は、戦後神代緑地としての公開を経て、昭和３６年（1961 年）に名称も神

代植物公園と改め、都内唯一の植物公園として開園されました。現在約４，８００種類、１

０万本・株の樹木が植栽されています。特に、古くから伝わる江戸園芸コレクションをはじ

めとする日本の園芸植物の品種の保存や植物・園芸に関する催しや展示会を開き、都民の緑

に対する関心を高める役割を担っています。また、大温室には、珍しい熱帯の植物が集めら

れ、冬も彩り鮮やかな花々を鑑賞できます。

これらの神代植物公園の緑、植物のストックを最大限に活用し、江戸園芸文化の発信拠点

をはじめ、植物の殿堂としての魅力アップを図っていきます。

また、植物多様性センターは、平成２５年（2013 年）に東京の植物多様性保全の中心的

役割を果たす施設として設立され、植物多様性保全の重要性の普及啓発や情報収集・発信の

ほか、大学や国の研究機関等とも連携しながら、絶滅危惧野草１１８種の保全・育成等、東

京の野草、貴重植物の殿堂としての機能を発揮し、里山管理の核として、丘陵地公園や自然

公園との共同調査・相互交流・合同イベントの実施等、連携強化を推進していきます。

そのほか、開発事業が生態系に与える影響を評価したり、開発区域の郷土種の生息域外保

全や植栽の支援を行うなど、東京都の事業とも連携した取組を実施していきます。

このように、神代植物公園及び植物多様性センターを拠点とした植物多様性の保全・普及

啓発の役割を発揮していきます。

第３章 ビジョンの実現のために
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①優れた技術・技能者の育成

公園緑地の維持管理は、園路や広場、修景施設、休養施設等の管理施設から、樹木・芝・草花

等の生命のある植物を主として取扱い、日々巡回や補修等で、安全・安心な環境をお客様に提供

するとともに、適正な機能を維持する必要があります。また、作業については安全管理について細

心の注意を払った上で、直営作業や委託業者の指導、ボランティア等との協力の中で進めていく

など総合的な視点が求められます。

一方、高度な専門性が合わせて求められており、特に文化財庭園の文化的な価値は、日常的

な管理・修復を通じて技術・技能職員が支えています。日々樹木が育っていく中で、作庭意図をふ

まえた景観を保つことはもとより、関東大震災や第二次世界大戦の戦災等により失われた、文化財

的な価値を回復させるという、大切な役割を担っています。また、高度な管理技術を要する植物管

理や、希少植物等の保護育成のほか、安全管理及び健全な樹木の育成を行うための樹木医を中

心とした樹木管理ノウハウなど、必要な技術・技能も多岐にわたります。

私たちは、今まで培ってきた実績に基づく、スキルとノウハウにより、公園緑地の空間の質を高め、

歴史・文化・技能を、正確に次世代に継承していく役割を担っています。

公園協会では、客観的で科学的な視点を養い専門性をより高めるため、研修・ＯＪＴ・自己研鑽

等による技術者のスキル向上や、樹木や公園緑地の特性を熟知した経験豊富な技能者による組

織・所属を超えた技能伝承を実施するなど、技術・技能を引き継ぐ取組を日々進めております。そ

の一環として、平成２６年（2014 年）より、農園芸高校等を卒業した若い職員を採用するとともに、優

れた技能者の身近に、技能を受け継ぐ人を配置し、技術・技能を継承していく取組を開始するなど、

将来の公園緑地の維持管理を担う人材の計画的な採用・配置・育成に取り組んでいきます。

②多様なスキルを持つ職員と公園緑地に関わる多様な主体がいきいきと働ける職場づ

くり

公園協会は、公園緑地管理をはじめとする公益目的事業のほか、収益事業や水辺事業など、

様々な事業を展開しています。その運営に当たっては、維持管理のほか、収益事業におけるお客

様サービス、緑に関わる普及啓発や情報発信など、多様な役割を発揮していく必要があります。こ

れらの役割を果たしていくために、公園緑地管理の基本である技術・技能のスキルはもとより、防災

士、キューレータ、インタープリター（自然解説員）、デザイナーなど、広範囲にわたる専門性を持

つ職員が公園協会を支えています。

公園緑地は、憩いや安らぎ、生きがいの場を提供するなどの役割・機能を持っています。高齢者

やハンディキャップを持つ人々の参画により、公園緑地の果たす役割に厚みを加えることができま

す。また、公園緑地は、ボランティアや地域住民を始めとする多様な主体に支えられています。

第３章 ビジョンの実現のために
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公園緑地管理の技術・技能の次世代への継承
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これら多様な職員やボランティア・協働参画者の方々が、持てる能力を最大限に発揮し、いきい

きと働き続けることができるよう、職場環境の改善に不断に取り組んでいきます。

第３章 ビジョンの実現のために
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公益財団法人としてのリスク管理の重要性

公益財団法人として事業運営をしていくためには、公益認定基準１８項目の基準をクリア

する必要があります。主な基準は、以下の通りです。

○公益目的事業費率が５０/１００以上であること

○公益目的事業は利益を出さない

○収益事業の利益５０％以上を公益事業に使うこと

○使う予定のない財産は保有できない（遊休財産額保有制限）

これらのことから、公益財団法人会計は、収益事業を持っていても、欠損が累積しやすく、

また、公園協会は財産を多く持たないため、キャッシュフローのショート等により破綻を招

かないよう、慎重な財政運営が求められます。

このためには、気象変動による災害対応経費の増加や、消費税増税など制度変更への対応、

労働人口の減少などによる人件費の高騰など、財政を圧迫するリスクを的確に予測し、対応

する必要があります。

役職員一人ひとりが、事業を行うためには財源が必要であることを自覚し、財務構造の改

善にむけ、あらゆる経営努力により無駄の削減・業務効率化はもちろんのこと、これまで示

してきたビジョンを実現するためにも、実態に見合った財源の確保に取り組みます。  

また、年度途中における進行管理を徹底することにより、毎年の事業が収支均衡となるよ

う運営し、協会の事業運営を安定させます。

その上で、将来の収益確保に向けた事業形態の見直しや、将来の協会を支える人員確保等、

あらゆるリスクに的確に対応できる組織運営を図っていきます。

第３章 ビジョンの実現のために
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リスク管理の徹底による安定経営の実施
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これまで示してきた「今後の公園緑地の管理運営に向けた取組方針」は、現在の段階で見

通せる社会状況やニーズの変化に対する、対応方針についてまとめたものです。今後、この

「取組方針」に沿って、公園協会の役割をしっかりと果たしていく所存です。

また、平成２７年度の指定管理者の選定にむけても、「取組方針」に基づき、将来を見据

えた現実的な提案をしていきます。

社会情勢は目まぐるしく変化し、公園緑地が果たすべき役割や、利用する人々のニーズも

また、変化していきます。公園協会は、これからも、その変化を的確に捉え、公園協会のコ

ア・コンピタンスを研磨し、公園協会にしかできない社会貢献を果たしていきます。

取組方針の活用

第３章 ビジョンの実現のために
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