
パークマネジメントと次世代公園研究会 
 
【パークマネジメントと次世代公園研究会とは】 
	 本来、公園の存在意義としては「社会や地域のニーズや課題を解決(ソリューション)する
もの」であり、変革する社会や地域の環境や課題に対しても持続的に次世代に継承してい

ける公園であることが望まれます。 
 
	 しかし、その環境変化や利用者ニーズの変化、公共サービスの財政課題などに対して、

公園の経営やマーケティングが対応できていないことが、公園そのものの課題として浮か

び上がってきました。 
 
「その公園の持つ課題を解決策するとともに、可能性を最大化し、相応しい公園経営(整備
からマネジメント)を持続的に実現する」ために異分野を含む幅広い関連学問や産業の連携
によるイノベーションとパークインダストリーの創出を行い、国内外に展開する機会を作

る非営利機関です。  
 
	 そのために広義の公園を対象とし、公共空間や共有空間、広場や緑地、自然地などの課

題や規制、そして可能性を追求し、まちづくりの核として、都市や地球規模の課題解決の

体系に公園を組み入れ、時代に応じた、また次の時代を創る概念と機能を確立していきま

す 
 
	 併せて、公民連携、PPP、PFI、指定管理者制度、コンセッション、占有などの新たな可
能性と異分野の参画、連携、協力を促し、サスティナブルな環境を創り出していきます。 
 
	 グローバルなオープンイノベーションの機会(プラットフォーム)を活用し知の集積交流
創出と社会との合意形成とともに公園イノベーションを創出していきます。 
	 公民連携による公園での研究開発、実証実験、開発運営、人材育成、マーケティングや

ブランディングなどを実施、また支援し、公園の価値創造を国内外に実践していくもので

す。  
 
※詳細ホームページ	 ⇒	 http://www.icic.jp/park_management.html 
 
※facebook-page「パークマネジメントと次世代公園研究会」⇒	 http://on.fb.me/IpZ3X1 
 
※facebook-group「パークマネジメントと次世代公園研究会」⇒ 
https://www.facebook.com/groups/907920252559618/ 



 
※.広義の公園(Park)とは地球と人との接点、都市と人との接点、人と人との接点のための
機能を有する概念で、目の前のリアルな自然公園や都市公園、街区(児童)公園、農業公園、
公共空間、ジオパーク、次世代エネルギーパーク、河川や海岸の緑地広場、民間緑地や公

開空地、都市開発用地など様々な緑地はその象徴的な育成や実践の場と位置づけられる。 
公園内に付随する建築物やその機能(動植物園、文化施設、宿泊施設、その他公共施設)も含
む。 
 
※. Park Industryとは Eco Resilient Park の経済的、システム的、人的にサスティナブル
なものとして実現するためにリアルな公園を再認識、また再活用、そして産官学民など異

分野の連携を促進する核とすることで産業や文化を構築することにある。科学技術やビシ

ネスモデルなどに縁遠かった公園にパークサイエンスとして科学的根拠、経済的根拠を明

確にすることで社会との合意形成を推進し、地球規模の持続可能な Resilient Indusutryに
誘導する者である。スマートパークス、ヘルシーパークスなどは都市や社会の課題を具体

的に解決するための平時、有事の公園ソリューションのプロジェクトテーマとなる。  
 
 
【背景等】 
これまでパブリックスペースとされてきた都市の公園や緑地、広場などの空間に民間と連

携した PPP や PFI、指定管理や管理協定、BID などの新手法による開発や管理運営が行わ
れるようになってきました。 
公共の財政難等が大きくなる今日、これまでコストのかかる緑地や公園、緑地、広場と連

動した公共的なスポーツ施設や文化施設の維持管理に関して民間などへの委託を含めコス

トの軽減から民間アイデアや規制緩和によるプロフットを得る新たな手法で持続的な管理

運営や時代の新陳代謝へのフレキシブルな対応も求められるようになってきています。 
 
民間の開発用地や管理する公開空地などの考え方も緑地率や緑視率用地、屋上緑化スペー

ス、広場などの活用や再生可能エネルギーの創出や運用、BEMSや CEMSなどの新技術、
新事業、そして規制緩和などによる新たな可能性や課題解決策も生れてきています。 
防災や防犯、まちの賑わい創出、地域コミュニティの育成やコミュニティビジネス創出、

地域の不動産価値の向上や低下防止、良質な環境保全や地域ブランディングなど新たなパ

ークマネジメントの重要性も増してきました。少子高齢化時代の都市公園や緑地スペース、

ペットなどとの共生、癒しや治療への活用、その他の地域課題解決の場としてますます重

要な役割と使命が出てきます。 
 
また、国営や自治体の公園の指定管理なども複合施設にまたがることから造園業など 1 業



種では対応できない状態となっています。公園でのスポーツ機能、エンタテイメント機能、

健康支援機能、飲食機能、エネルギー対策、ブランディングやエリアマネジメントと連動

したコミュニティ育成、不動産の価値創造やブランディングなどを幅広い機能や目的を求

められるようになってきています。 
 
その他、今後、大型の再開発や都市再生に民間の広場、緑地と合わせて公的な広場や公園

などの開発整備を連動する動きも増えてきます。そこで新たな公園の考え方やパークマネ

ジメントのあり方を体系化し、産官学民、また業界を超えたベストパートナーマッチング

と具体的プロジェクトへのアプローチを目指そうというものです。 
 
「パークマネジメントと次世代公園研究会」の毎月の定例会に、国や自治体、研究者や企

業関係者など様々な業種業態の方々のご参加をいただいております。回を追うごとに多く

の異分野のご参加が増えており、公民連携の新たな可能性も見えて参りました。 
 
研究会からは公民連携や PPP、PFI、指定管理、業務受託、民間活用などの様々なテーマや
技術、また具体的公園などヘの企画や提言、案件やプロジェクトのパークマネジメントチ

ームのベストマッチングなどが進められて参りました。 
 
現在、パークマネジメントや次世代公園としての国際的な現状や可能性、提言などもホワ

イトペーパーや調査レポートとして配布できるように考えております。これまでの活動の

内容の報告や別途行っています調査などもとりまとめ、皆様に配布することや研究者や実

務者など関係者の共著による出版企画なども検討しております。 
	 その他、研究会活動も定例会に加えてテーマや目的、案件、地域のほか、参加企業別の

分科会(部会)活動のほか、具体的なプロジェクト活動も開催しています。 
 
	 テーマとしては防災・エネルギー、スポーツ施設、文化施設、ペット、害虫・害獣、IT
先端技術、遊具や緑化園芸、食機能やレストラン、低炭素化や環境対策、エリアマネジネ

ントとコミュニティ、住宅環境、オフィス環境、夜の活用と照明、防犯警備、イベント活

動、芸術、教育環境、広報プロモーション、建設造園、トイレや遊具、閑散期対策や夜の

活用などのほか、利用者別として高齢者やこども、女性、外国人やカップル、周辺勤務者

や観光客、また資金調達(BID、クラウドファンディング、ロイヤリティビジネス、証券化
ほか)、人材育成、公園産業育成、国際展開、和の公園、クールジャパンなどの管理手法な
どを分科会活動として行います。 
 
また、自治体の皆様からの具体的な公園の課題解決策やプロポーザルの為のサウンディン

グ、ヒアリングのオープンイノベーションの場としてのご活用や PPP、指定管理のチーム



組成としてのプロジェクト、モデルとなり得る公園や地域、開発案件などを絞った分科会

なども開催致します。 
 

････････････････････････････････････････････････････ 
◆これまでの研究会開催状況 
●第 0回「次世代公園研究会」 
	 平成 25年 7月 24日（水）18:00～20:30 
	 	 「日本の空間特性と現代的デザインにおける実験的展開」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/000709.php 
 
●第 1回パークマネジメントと次世代公園	 	  
	 平成 26年 9月 11日(木)17:00～19:30	  
	 	 「コストのかかる都市緑地からプロフィットを得る都市緑地空間経営へ」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001199.php 
 
●第 2回パークマネジメントと次世代公園 
	 平成 26年 10月 9日(木)17:00～19:30	  
	 	 「海外の先進的な公園や公的広場から学ぶもの」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001200.php 
 
●第 3回パークマネジメントと次世代公園 



	 平成 26年 11月 13日(木)17:00～19:30 
	 	 「企業の開発運営する公園から公民連携の指定管理まで」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001207.php 
 
●第 4回パークマネジメントと次世代公園 
	 平成 26年 12月 11日(木)17:00～19:30 
	 	 「公園と防災・エネルギー」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001208.php 
 
●第 5回パークマネジメントと次世代公園	 	  
	 平成 27年 1月 21日(水)	 17:00～19:30 
	 	 「公園とスポーツ及びスポーツ施設」 
	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001268.php 
 
●第 6回パークマネジメントと次世代公園	 	  
	 平成 27年 2月 12日(木)	 17:00～19:30 
	 	 「地方の非採算的公園の再生プログラム」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001298.php 
 
●第 7回パークマネジメントと次世代公園	 	  
	 平成 27年 3月 19日(木)	 17:00～19:30 
	 	 「公園を核としたまちづくり、エリアマネジメントと地域活性化」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001375.php 
 
●第 8回パークマネジメントと次世代公園	 	  
	 平成 27年 3月 19日(木)	 17:00～19:30 
	 	 ｢公園と動物、ペットの関係」 
	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001299.php 
 
●第 9回パークマネジメントと次世代公園	 	  
	 平成 27年 4月 13日(月) 17:00～19:30 
	 	 「公園と花、緑、樹木」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001387.php 
 
●第 10回パークマネジメントと次世代公園	  
	 平成 27年 5月 18日(月) 14:00〜17:05 



	 	 「公園と健康	 ヘルシーパークヘルシーピープル」	  
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001388.php 
 
●第 11回パークマネジメントと次世代公園	  
	 平成 27年 6月 16日(火)予定	 17:00～19:30 
	 	 ｢公園と建築、ランドスケープ(リノベーション)」	  
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001393.php 
 
●第 12回パークマネジメントと次世代公園	  
	 平成 27年 7月 21日(火)	 17:00～19:30 
「オープンイノベーションによる各地公園課題の解決や公民連携 
	 (東京都立公園、大阪府立公園を例に)」	  
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001394.php 
 
●第 13回パークマネジメントと次世代公園研究会 
	 平成 27年 8月 19日(水)	 17:00～19:30 
「公園と情報通信、IT化、スマートパークス(IT技術、無線技術インフラによるセンサネッ
トワークや IoTによる公園の新たな可能性)」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001422.php	  
 
●第 14回パークマネジメントと次世代公園研究会 
	 	 「公園と次世代遊具、設備」 
	 平成 27年 9月 16日(水)	 17:00～19:30 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001423.php	  
 
●第 15回パークマネジメントと次世代公園研究会 
「公園と食の効果的関係」 
～農業からバーベキュー、レストラン、キッチンカー、食のイベントまで～ 
	 平成 27年 10月 13日(火)	 17:00～19:30 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001488.php 
 
●第 16回パークマネジメントと次世代公園研究会 
「まちづくり、都市再生、地球環境対策、国土強靱化(レジリエンス)と公園」 
～コンパクトシティにおける公園から広域エリアの公園機能～ 
	 平成 27年 11月 10日(火)	 15:30～19:30 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001490.php 



 
●第 17回パークマネジメントと次世代公園研究会 
「和と公園、売りにつながる公園の日本らしさ」 
～日本庭園、歴史文化施設、伝統芸能・芸術から訪日外国人観光客（インバウンド）誘致

まで～ 
	 平成 27年 12月 14日(月)	 15:30～19:30 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001489.php 
 
●第 18回パークマネジメントと次世代公園研究会 
「スマートパークス、ヘルシーパークス」 公園のスマート化と健康医療、介護福祉へのソ
リューション 
	 平成 28年 1月 25日(月)	 17:00～19:30 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001543.php 
 
●第 19回パークマネジメントと次世代公園研究会 
「スマートパークス、ヘルシーパークス」 ～先端技術活用の次世代公園都市整備とマネジ
メント～ 
	 平成 28年 2月 8日(月)	 17:00～19:30 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001544.php 
 
●第 20回パークマネジメントと次世代公園研究会 
「キャンプ、オートキャンプと公園」 
	 平成 28年 3月 8日(火)	 17:00～19:30 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001487.php 
 
●第 21回パークマネジメントと次世代公園研究会 
	 平成 28年 3月 28日(月)	 10:00～15:00 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001584.php 
 
････････････････････････････････････････････････ 
●その他、各テーマ別、地域別部会があります。 
詳しくは研究会ホームページをご覧下さい。 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.icic.jp/park_management.html 
 
【部会事例(地域別)】 
●千代田区パークマネジメントと次世代公園研究会(東京都) 



「神田区エリア公共空間パークマネジメント部会」 
第 1回	 平成 26年 12月 26日(金)	 17:30～19:30 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001309.php 
第 2回	 平成 27年 4月 14日(火) 17時～20時 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001406.php 
第 3回	 平成 27年 6月 12日(金) 17：00～19：30 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001424.php 
第 4回	 平成 27年 9月 14日(月) 18：00～20：00 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001495.php 
第 5回	 平成 28年 5月末 
 
「日比谷公園部会(東京都)」 
平成 27年 10月 21日(水) 14:00～17:00 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001508.php 
平成 27年冬 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001426.php 
 
●和光市パークマネジメントと次世代公園研究会(埼玉県) 
「北インター地域土地区画整理事業での 4つの街区公園部会(仮称)」 
平成 28年 5月 24日(火)10:00～12:00 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001595.php 
平成 28年 6月 16日(木) 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001601.php 
 
●横浜市パークマネジメントと次世代公園研究会(神奈川県) 
「野毛山公園部会」「大通公園部会」「横浜公園部会」 
平成 28年 5月 25日(水)14:00～17:00 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001596.php 
 
●浦添市部会(沖縄県) 
 
●吹田市部会(大阪府) 
 
●大阪市部会(大阪府) 
 
●尼崎市部会(兵庫県) 



 
 
【部会事例(テーマ別)】 
●情報通信 ICT部会(スマートパークス) 
平成 27年 9月 16日(水) 15:00～16:30 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001498.php 
平成 27年 10月 14日（水）14：30～16：30 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001506.php 
平成 27年 10月 28日（水）14：30～16：30 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001505.php 
 
●防災、減災、復旧、国土強靭化部会(レジリエントパークス) 
平成 27年 11月 10日(火) 15:30～17:00 
「コンパクトシティと公園」 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001511.php 
平成 27年 11月 30日(月) 14:00～16:00 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/opendate.php 
平成 28年 4月 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001517.php 
 
●地球科学ビジネスイノベーション部会（地球ビックデータ活用） 
第 1回	 2015年 10月 28日(水) 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001505.php 
第 2回	 2016年 1月 21日(木) 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001564.php 
第 3回	 2016年 2月 8日(月)  
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001559.php 
 
●次世代キッチンカー、移動販売車とインフラ部会 
	 平成 27年 1月 24日(土)	 25日(日)	 	 10時 00分～16時 00分	 	 横浜開催 
	 	 詳細⇒	 https://www.facebook.com/american.mf?fref=ts 
	 平成 27年 2月 9日(水) 14:00～17:00	 	 大阪開催 
	 	 詳細	 ⇒	 	 	 https://www.facebook.com/events/1033758603370489/ 
	 平成 27年 2月 11日(水) 14:00～17:00	 	  
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001266.php 
	 平成 27年 3月 11日(水) 14:00～17:00	 	 大阪開催 



	 	 詳細	 ⇒	 https://www.facebook.com/events/1034561976571428/ 
	 平成 27年 7月 13日(月)	 13:00～15:00 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001433.php 
	 平成 27年 7月 16日(木) 13:00～14:30	 	 インフラ部会	 大阪開催 
	 	 詳細	 ⇒	  
	 平成 27年 10月 13日(水) 15:00～16:30	 	 インフラ部会	  
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001503.php 
 
●健康、福祉、医療部会(ヘルシーパークス) 
	 平成 27年 5月 18日(月) 14:00〜17:05 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001388.php 
	 平成 28年 1月 25日(月)	 17:00～19:30 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001543.php 
	 平成 28年 2月 8日(月)	 17:00～19:30 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001544.php 
	 平成 28年 3月 28日(月)	 10:00～15:00 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001584.php 
	 平成 28年 3月 30日(水)	 14:00～16:00 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001588.php 
	 平成 28年 4月 19日（火)	 	  
	 	 詳細	 ⇒	  
 
●スポーツ・運動、スポーツ施設部会 
	 平成 27年 1月 21日(水)	 17:00～19:30 
	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001268.php 
	 平成 27年 2月 23日(水)	 19:00～20:30 
	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001590.php 
	 平成 28年 3月 30日(水)	 14:00～16:00 
	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001588.php 
	 平成 28年 4月 19日（火)	 	  
	 	 詳細	 ⇒	  
 
●グリーンレジリエンス部会 
	 平成 28年 1月	 未定	  
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001517.php 
 



●パークインダストリー部会 
	 平成 27年 12月 14日(月)  13:00～15:00	 	  
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001542.php 
 
●和の公園部会 
	 平成 27年 12月 14日(月)	 15:30～19:30 
	 	 詳細	 ⇒http://www.town-college.com/udx/search/001489.php 
	 平成 28年 1月 25日（月）14:00～16:15 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001555.php 
	 平成 28年 3月 8日（火）15:30～17:00 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001567.php 
	 平成 28年 3月 28日（月）13:00～15:00 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001586.php 
 
●琉球庭園・公園部会 
	 平成 28年 3月 28日（月）10:00～12:00 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001584.php 
 
●国際連携、国際戦略部会 
	 2016年 2月 26日(金)	  
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001594.php 
	 2016年 3月 28日(月) 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001584.php 
	 2016年 4月 28日(木) 
	 	 詳細	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/search/001591.php 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
パークマネジメントと次世代公園研究会の分科会(部会)活動、プロジェクト活動と今後の組
織化 
詳細は	 ⇒	 http://www.icic.jp/park_management.html 
 
詳細は	 ⇒	 http://www.town-college.com/udx/news/2014/11/post-30.php 
 
【事務局】 
パークマネジメントと次世代公園研究会	 事務局 
〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 4F 



	 	 	 	 	 	 株式会社新産業文化創出研究所（ICIC)内 
TEL：03-5297-8200, 	 FAX：03-5297-8203	  URL : http://www.icic.jp 


