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記念事業として実施した記念イベントについて、その概要を報告いたします。

（展示・PR/普及啓発等は展示・啓発編としてP12～、会員による関連事業はP19～）

10月1日(土)より16日(日)までハンズエキスポにて、1、2日(土・日)に国営昭和記念公園にて開催した

「記念イベント」の概要を報告いたします。

ハンズエキスポでは、常設展示として１）緑化展示・普及啓発等、２）都市公園等の取組み事例の紹介を

行うとともに、週末を中心に３）記念イベントを実施いたしました。

国営昭和記念公園において、1、2日に記念イベントを実施するとともに、都市緑化月間（10月1日(土)～

10月31(月)）にポスター等にて全国17国営公園の紹介を行いました。

会員は、都市緑化月間内に都市緑化キャンペーン等の関連事業を実施いたしました。

都市公園法施行60周年等記念事業の実施について（イベント編）

＜開会・出演者の紹介＞

● ハンズエキスポ「GREEN EXPO CAFÉ」等における記念イベント

１) オープニングセレモニー 10月1日(土) 11:30～

造園家・ランドスケープアーキテクトの涌井 雅之氏、フリーキャスターの唐橋 ユミさん、国土交通省

公園緑地・景観課長 町田 誠氏の3人による経験談を交えた「トークショー」を実施しました(毎日新聞の

10月2日朝刊にイベントの模様が掲載されました）。

都市公園整備の発端から現在までの140年間の取組みや公園利用の実情、公園行政を取り巻く課題、今後

取り組むべき方向（民間との連携・協働、公園の上手な使い方等）など解りやすい内容のトークショーと

なりました。

涌井先生は、企業・行政・市民の一体となった取組みの重要性、これまでの枠を超えた公園の利活用

（公園管理者が公園と一体的に保育園を整備すべき等）など。

唐橋さんは、育った会津地方の思い出（近くに公園はないが豊かな自然があったこと）、セントラル

パークの利活用、よく訪れる代々木公園についての思いなど。

町田課長は、指定管理者制度・設置管理許可による民間活力の発揮しやすい都市公園の特性や愛知万博

での特殊緑化（大規模なバイオラングの設置）などの経験談を披露され、市民・企業を含めた官民共同で

公園を上手く使う、公民の連携した再整備・利活用が大事との内容でした。



＜出演者から経験談の報告など＞

＜毎日新聞10月2日朝刊都内版・同電子版に紹介＞

出演者（左から）

・涌井先生

・唐橋さん

・町田課長
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２) サマスタってなに？ 10月2日(日) 11:00～

日本造園学会関東支部 学生デザインワークショップ―サマースタジオ―の活動紹介を行いました。

「2020東京オリンピック・パラリンピックをきっかけに、東京の未来像を提案する」とのテーマで学生

4人がプレゼンを行い、会場の参加者との意見交換を実施しました。

＜会場の様子：写真提供（公社）日本造園学会関東支部 向山 雅之＞

学生によるプレゼン
及び意見交換
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３) 都市緑化フェア紹介イベント 10月5日(水) 13:00～

全国都市緑化よこはまフェア及び全国都市緑化はちおうじフェアの紹介イベントを実施しました。

はちおうじフェアの紹介イベントでは、八王子市出身のアーティストによるミニライブも行われ、

大いに盛り上がりました。

よこはまフェアの紹介イベントでは、横浜観光親善大使と横浜イングリッシュガーデンスーパー・バイ

ザーでよこはまフェアのアドバイザーである河合 伸志氏からフェアのプログラムや花修景の見所紹介が

ありました。
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４) 数寄屋橋公園でのお花の鉢植え配布 10月7日(金) 14:00～

都市緑化キャンぺーン（展示・啓発編 P17参照）の一環として、さくらの女王等による花鉢の配布を

行い、GREEN EXPO CAFÉでの都市公園等の展示紹介へ誘導しました。

（冒頭、都市緑化キャンペーンの趣旨、日本さくらの会・さくらの女王の活動を紹介）

５) 「こんな公園あったらいいなコンクール入選作品」の紹介 10月8、9、10日

毎日新聞社と共催で実施した「こんな公園あったらいいなコンクール」の入選作品・入選者を広く

紹介するため、8日から10日までの3日間、入選作品等を映像にて放映しました。

10月15日(土)13時より毎日ホールで表彰式、記念トークショーが行われました。

（記念式典等については、P7参照）

国土交通大臣賞
「木を最後まで、育てないと
遊べないよ公園」

毎日新聞社賞
「選べる公園」

入選作品を映像にて紹介(8日～10日)
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６) 記念講演 『公園とスポーツ～東京2020に向けて～』 10月9日(日) 11:00～

上智大学教授の師岡 文男先生から、1964年東京オリンピックを振り返りながら、施設等のハード面

ばかりでなく海外からのお客様を迎えるおもてなしや交流などのソフトのレガシーが重要であること、

競技スポーツだけでなく全ての人が気軽にスポーツを行うことのできる社会を作りあげていくことが

重要であること、そして、スポーツを行う機会や場としての公園の役割や仕組みづくりの重要性に

ついてお話をいただきました。

*前回の東京オリンピックの貴重な映像を
提供いただきました
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７) こんな公園あったらいいなコンクール表彰式・記念トークショー 10月15日(土) 13:00～ 毎日ホールにて

毎日新聞社主催、都市公園法施行60周年等記念事業実行会議が共催で実施した「こんな公園あったら

いいなコンクール」の表彰式・記念トークショーが行われました。

表彰式では、毎日新聞社第四広報部 土屋部長による主催者挨拶、審査員の池邊先生（千葉大学教授）の

講評に続いて、国土交通大臣賞、毎日新聞社賞、都市公園法施行60周年等記念賞、審査員特別賞(7点)の

入選者に表彰状・副賞が贈られました。

引き続き、審査委員長の東京都市大学特別教授 涌井先生と毎日新聞社特別編集委員の岸井氏による記念

トークショーが行われました。

＊こんな公園あったらいいなコンクールの詳細については、別冊を参照

＜都市公園法施行60周年等記念賞＞
((一社)日本公園緑地協会 冨田会長) 

＜記念トークショー＞

＜毎日新聞社賞(毎日新聞社 岸井氏)＞＜国土交通大臣賞(国土交通省 梛野審議官)＞

＜審査員特別賞＞
（千葉大学 池邊先生）

＜記念撮影（表彰者全員）＞
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８) 子育てトークサロン 公園に行こう～自然の中で安全・安心に遊び・学ぶ～ 10月15日(土) 16:00～

（公社）日本造園学会主催、（公財）東京都公園協会共催による、子育てトークサロン“公園に

行こう”が開催されました。都会でものびのび子育てしたい！ 自然の中でどうやって遊ぶ？ 小さな

子連れで安全な遊び場は？ 親子で公園をもっと楽しむヒントがいっぱいのトークサロンで親子連れが

参加されました。一般客席も満席の状況で、樹木の葉っぱを使った遊び体験も行われ、子育ての方の

参加が多かったことから、会場の一角に遊び場を設け、また、子育てグッズの展示など、参加しやすい

取組みでした。

出演者：押田 佳子氏（日本大学理工学部准教授）、峯岸 由美子氏（(一社)遊心代表）、
近藤 卓氏（近藤卓デザイン事務所代表）、竹内 智子氏（(公財)東京都公園協会技術管理課長）

＜会場の様子＞

＜案内パネル＞ ＜子育てグッズの展示＞ ＜オリジナルエコバック＞
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９) クローズドセレモニー 10月16日(日) 18:00～

記念事業の締め括りとして、ミニコンサートと記念事業の実施報告を行いました。

コンサートは3部構成で、国立音大(卒)の女性3名による①バイオリン＆ピアノによる音楽の夕べ、

②独唱でのライブショー、③バイオリン＆ピアノ＆独唱＋町田課長によるライブショーでした。

参加者を勘案して懐かしい曲を中心に演奏をいただきました。

また、ショーの合間に記念イベントの実施状況を放映し、この2週間を振り返りました。

＜第1部＞

＜第3部＞

＜全員での合唱＞

＜記念事業の実施報告＞

＜開園・会場の様子＞

＜第2部＞

＜演奏者【全員】＞
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・花とみどりに関する体験プログラム(3種類）について 10月1日(土)・2日(日)

国営昭和記念公園事務所、国営昭和記念公園管理センター及び都市公園法施行60周年等記念事業実行

会議主催の体験プログラムを実施しました。

小さな子どもづれの家族や中高年の女性グル―プなどが多く参加し、各種体験を楽しんでいただき、

緑を身近に感じていただく機会を提供できました。

①タネだんごづくり

（公社）日本家庭園芸普及協会が提案している新しい種まきの手法「たねダンゴ」づくりを実施しました。

花の種や肥料を練り込んだ土のダンゴを1人4個作り、持ち帰って家庭で育てていただきました。

＜イベントの受付＞

● 国営昭和記念公園・花木園展示棟における記念イベント

＜イベント案内パネル＞
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② ウッドチップサシェづくり

（公社）日本アロマ環境協会よりアロマテラピーについて説明後、国営みちのく杜の湖畔公園の間伐材

を活用したウッドチップにアロマオイルで香りづけしたサシェを作成しました。

③ 花のブックマークづくり

（一財）公園財団の指導で、あじさいの花びらをレジンでコーティングし、マスキングテ－プなどで

自由にデザインしたオリジナルのブックマークを作成しました。
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記念事業について、ハンズエキスポ等における緑化展示・普及啓発等を実施いたしました。

10月1日(土)より16日(日)までの2週間、ハンズエキスポでは、常設展示として、１）店内を植木や活花、

造花のツルもので装飾するなどの緑化展示、２）みどりに関する普及啓発に関し、都市公園等の取組みの

紹介をポスター・映像（DVD）にて展示紹介しました。

国営昭和記念公園では、都市緑化月間(10月1日(土)より31日(月))の期間中、全国の17国営公園について

ポスター・映像（DVD）にて紹介しました。

● ハンズエキスポ「GREEN EXPO CAFÉ」等における紹介等

１) 緑化展示、普及啓発、コラボ

① 緑化展示：ハンズエキスポ入口付近を重点的に緑化（彩を添えるため、活花も3回入れ替え）

店外の通路から見える壁上部に記念事業の「ＰＲ看板」を設置するとともに、入口からＰＲ看板付近

及び通路上部を「緑に囲まれた空間」として重点的に緑化しました。また、避難通路(2か所)にシンボル

ツリーとして樹高4ｍ程度の植木を入れるなど店内を「緑」に囲まれた雰囲気に修景し、また、彩を考えて

活花にて装飾しました。
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都市公園法施行60周年等記念事業の実施について（展示・啓発編）

PR看板・天井の緑化

店外側の通路より

＜緑化展示＞
入口付近の緑化

通路の緑化（植木）



＜活花（3回の入れ替え）＞

記念イベントについては、期間中入口に開催案内を掲示するとともに各々のイベント開催時に詳細な

案内を行いました。これに加え、実行会議会員（(一社)日本公園緑地協会・(公財)都市緑化機構等）の

ＨＰ及び東急ハンズＳＮＳ、建設通信新聞(9/23)にてイベント開催を事前に周知しました。

＜イベント案内＞

師岡先生の
記念講演の案内

全体プログラムを入口に掲示
（ハンズ・昭和記念公園及び
関連事業の案内も含む）

＜ＨＰ・ＳＮＳでの事前周知例＞
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こんな公園あったらいいな
コンクールの案内



② 普及啓発のための展示や配布（ポスターは次項で説明）

普及啓発として、１）都市緑化月間・全国都市緑化フェアのポスター展示、２）「はなごよみ」、「よこ

はまフェア」、緑のガイドブック等と花種の配布、３）話題作りのため「タネだんごクッキー」等を提供し

ました（菓子は先着50名限定）。女性客が多かったことから、「はなごよみ」、花種（花と野菜）は好評で

した。ハンズとのコラボとして抹茶ラテ等を提供しました。

・話題作りとして花種と菓子の提供

((一社)日本造園建設業協会、
(一社)日本造園組合連合会より提供）

・ハンズとのコラボカフェ

リーフ・花をあしらった抹茶ラテ、パンケーキの提供

・普及啓発（各種チラシ・花種等の配布）

＜たねダンゴクッキー＞
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＜はなごよみの展示＞

＜紅いもタルト
(国営沖縄記念公園)＞

＜どら焼き
(国営常陸海浜公園)＞



２)  都市公園等の取組み事例の紹介

みどりに関する普及啓発については、①都市緑化月間のポスターを店の外側通路に、②全国都市緑化フェアの

開催案内を兼ねたポスターを店内（1～7日まではステージに、8～16日までは入口脇の壁面）に展示しました。

みどりに関する施策・取組みについては、③都市公園・都市緑化・古都保存の取組み紹介として、店内の壁面に

概要及び写真を展示しました(16日まで)。また、④国営公園のポスター展示を行いました(8日～16日)。更に、

⑤都市公園（日比谷公園・向島百花園）、都市緑化（都市のオアシス）、国営公園の取組みのＤＶＤ（1時間）

を作成し、プロジェクターを活用し、映像にて紹介しました(1～16日)。

③-１都市公園・緑化関係の取組みの紹介

左上：
熊本地震報告、都市公園の利用状況の紹介

左下：
都市公園の歩み、多様な機能の紹介

右下：
都市のオアシスの紹介（右側 2枚）

① 都市緑化月間の紹介
(都市緑化月間：通路)
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②全国都市緑化フェアの紹介
（緑化フェア：入口脇の壁面）

② 全国都市緑化フェアの紹介
（緑化フェア：ステージ）



③-２古都保存関係の取組みの紹介：古都指定都市、京都市等3都市の概要の紹介

④ 国営公園の取組みの紹介（8～16日） 国営昭和記念公園等5公園を紹介

⑤ 都市公園・都市緑化・国営公園の取組みの紹介（映像）

16



（参考）都市緑化キャンペーンにおける都市緑化・都市公園・国営公園の紹介（映像）

10月7日(金)開催の都市緑化キャンペーンにおいて、ステージに設置された大型モニターにて都市緑化・

都市公園・国営公園の取組み(DVD)を紹介しました。

＜ステージ上に設置された大型モニター＞

＜日本花の会の取組みの紹介＞

＜国営公園の紹介＞

上左：国営みちのく杜の湖畔公園

上右：国営武蔵丘陵森林公園

左 ：国営沖縄記念公園(美ら海水族館）

＊日比谷公園、SEGES等は時間の関係で撮影できず
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＜周年事業(ロゴマーク)の紹介＞



● 国営昭和記念公園におけるポスター等による紹介

都市緑化月間中、花みどり文化センターにおいて、ポスターと映像にて全国17国営公園の紹介を行いました。

各公園の案内パンフレットを備え置き、配布しました。

18

展示・紹介の様子

映像(DVD)での

国営公園の紹介



【第33回よこはまフェア】

2017年春に開催されるよこはまフェアを横浜観光親善

大使やフェリス女学院音楽隊を招いて華やかにご紹介

【第34回はちおうじフェア】

2017年秋に開催されるはちおうじフェアを八王子

観光PR特使“フラチナリズム”を招いて賑やかに

ご紹介

都市公園法施行60周年等記念事業（都市緑化キャンペーン・（公財）都市緑化機構）

都市緑化月間の冒頭のセレモニーとして、都市緑化推進の普及啓発を目的に実施しているキャンペーンですが、

本年度は、都市公園法施行60周年等の記念事業と併せ、大型スクリーンによる周年事業関連の映像の放映、会場

広場を緑で彩る壁面緑化の設置など、例年以上に、都市の緑化に対する国民の関心を高め、理解を深める内容と

しました。

日 時 2016年10月7日(金) 11:00～17:00

会 場 有楽町駅前広場(千代田区有楽町2-7-1)

② お花の鉢植えプレゼント 配布数：第1部【約400鉢】 第2部【約600鉢】

石井国土交通大臣、第26代さくらの女王、さくらプリンセス他により

③全国都市緑化フェア紹介

① 会場風景 大型スクリーンによる都市公園、都市緑化、国営公園の取組みの紹介、壁面緑化の展示

19



④ 海上保安庁音楽隊コンサート

来場者に海上保安庁の活動を紹介するとともに、花や緑の楽曲を中心に素敵な音楽を披露してくれました。

⑤ 緑や自然の素材を用いたワークショップ

「ゆずとひのきの和の香りを楽しむロールオンアロマづくり」を150個限定で実施。緑に関するワーク

ショップを通して香りを楽しんでもらい、緑に触れるきっかけを創出しました。

⑥「みどり豊かな街・犬と健康な暮らし」をテーマとしたトークショー

（ＮＰＯ法人ワンワンパーティクラブ代表 三浦 健太氏）

近年増加する愛犬家の散歩による都市公園利用を踏まえ、より快適な都市生活と公園利用のあり方について

来場者に語りかけました。

★ 当日は、銀座でリオオリンピック・パラリンピックのメダリストパレードも開催されたことから、大変

多くの観衆が会場広場にも訪れ、都市の緑化や都市公園に関する情報を発信することができました。
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No. 都道府県 開催日 開催場所 所在地

1 北海道 8/6 国営滝野すずらん丘陵公園 札幌市

2 青森県 4/30 弘前市追手門広場 弘前市

3 青森県 5/3 八戸市根城の広場 八戸市

4 岩手県 5/28-29 岩手県立緑化センター 奥州市

5 岩手県 10/22-23 岩手県立緑化センター 奥州市

6 宮城県 10/2 国営みちのく杜の湖畔公園 川崎市

7 宮城県 10/23 伊保石公園 塩釜市

8 山形県 10/5 睦児童遊園 山形市

9 福島県 9/25 はたけんぼ 須賀川市

10 茨城県 9/24 偕楽園公園 水戸市

11 群馬県 10/15 群馬県立都市公園 ぐんまこどもの国 太田市

12 埼玉県 11/14 埼玉県庁 さいたま市

13 千葉県 10/15-16 天沼弁天池公園 船橋市

14 千葉県 9/24 東松戸中央公園 松戸市

15 千葉県 10/8-10 21世紀の森と広場 松戸市

16 千葉県 10/9 千葉県立幕張海浜公園 Bブロック 千葉市

17 千葉県 10/8 千葉県立行田公園 船橋市

18 東京都 5/21-22 馬事公苑前けやき広場 世田谷区

19 東京都 11/5-6 代々木公園 B地区イベント広場 渋谷区

都市公園法施行60周年等記念事業 (全国造園フェスティバル（一社）日本造園建設業協会)

都市公園法50周年を機に始めた全国造園フェスティバルは、今年で11回目になります。

「花と緑で美しい日本を！」をキャッチフレーズに、全国の都市公園等の73箇所で実施されました。造園

ならではの技術や技能を披露し花苗等の配布を行い、多くの人々に公園や花と緑の大切さを再認識していた

だき、造園業界をアピールすることができました。

・開催日程と会場一覧
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剪定ボランティア 竹細工教室 高所作業車の試乗体験

＜兵庫（神戸市立相楽園）＞

＜山形（睦児童遊園）＞ ＜静岡（東ふれあい公園）＞ ＜京都（梅小路公園）＞

＜山口（海峡ゆめ広場）＞＜鳥取（米子市弓ヶ浜公園）＞

剪定教室寄せ植え教室花苗の配布



No. 都道府県 開催日 開催場所 所在地

20 東京都 10/22-23 日比谷公園 千代田区

21 東京都 10/8 都立猿江恩賜公園 江東区

22 東京都 10/16 都立戸山公園 新宿区

23 東京都 10/8 東京臨海広域防災公園 江東区

24 東京都 11/9 杉並区役所東棟玄関前 杉並区

25 神奈川県 10/16 神奈川県立相模原公園 相模原市

26 山梨県 9/30 甲府駅前広場 甲府市

27 山梨県 10/15-16 小瀬スポーツ公園 甲府市

28 新潟県 10/8 国営越後丘陵公園 長岡市

29 富山県 10/12 富山県民会館 富山市

30 石川県 10/1 犀川緑地 金沢市

31 石川県 9/23 西部緑地公園 金沢市

32 石川県 10/10 奥卯辰山健民公園 金沢市

33 岐阜県 10/15-16 国営木曽三川公園 海津市

34 静岡県 10/15 アクト通り 及び 東ふれあい公園 浜松市

35 愛知県 10/15-16 木曽三川公園センター 北ゾーン芝生広場 岐阜県海津市

36 三重県 11/5 三重県北勢中央公園 四日市市

37 福井県 10/20-21 福井市役所 市民ホール 福井市

38 滋賀県 10/15-16 大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ周辺 大津市

39 滋賀県 10/23 荒神山公園 彦根市

40 京都府 10/1 梅小路公園 京都市

41 大阪府 11/27 大阪市福島区役所本館 大阪市

42 兵庫県 11/3 神戸市立相楽園 神戸市

43 奈良県 10/28 大和郡山市総合公園 大和郡山市

44 和歌山県 10/9 和歌山マリーナシティ いこらいストリート 和歌山市

45 岡山県 10/22 西大寺緑花公園 東区

46 広島県 10/8-10 国営備北丘陵公園 庄原市

47 広島県 10/2 瀬野川公園 広島市

48 鳥取県 10/15-16 米子市弓ヶ浜公園 米子市

49 鳥取県 10/15-16 湖山池公園 鳥取市

50 島根県 11/6 くにびきメッセ 松江市

51 山口県 10/22-23 海峡ゆめ広場 下関市

52 山口県 10/1 一の坂川交通交流広場 山口市

53 徳島県 10/9 あすたむらんど徳島 板野町

54 香川県 10/15-16 高松市立仏生山公園 高松市

55 香川県 10/15-16 国営讃岐まんのう公園 まんのう町

56 高知県 10/8 高知市中央公園 高知市

57 高知県 10/15 高知県立池公園 高知市

58 愛媛県 10/15 愛媛県立とべ動物園 砥部町

59 福岡県 10/9 国営海の中道海浜公園 福岡市

60 福岡県 10/11-12 福智山ろく花公園 直方市

61 福岡県 10/30 遠賀川河川敷 直方市

62 福岡県 10/9 白野江植物公園 北九州市

63 佐賀県 10/23 金立公園コスモス園 佐賀市

64 佐賀県 10/8 鳥栖東公園おひさまの丘 鳥栖市

65 佐賀県 10/9 玉島川河川敷 唐津市

66 佐賀県 10/23 佐賀城公園 佐賀市

67 佐賀県 3月予定 国営吉野ヶ里歴史公園 佐賀市

68 長崎県 10/29-30 元船広場(おくんち広場) 長崎市

69 熊本県 10/2 水前寺江津湖公園 広木地区 熊本市

70 大分県 10/3 ハーモニーランド 日出町

71 宮崎県 10/16 山形屋四季ふれあいモール 宮崎市

72 鹿児島県 10/22-23 かごしま県民交流センター 鹿児島市

73 沖縄県 10/14,16 沖縄県営中城公園 中頭郡
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都市公園法施行60周年等記念事業

(第10回 造園技術フォーラム(一社)日本造園建設業協会）

日造協の平成28年度「造園技術フォーラム」が10月26日(水)に東京都江東区の豊洲シビックセンターホール

5階で、（公社）日本造園学会の協力を得て開催されました。発表会は日造協総支部4名と（公社）日本造園

学会1名が行い、造園学会理事の服部 勉様より講評が行われ、多数の参加をいただき開催されました。

＜会場＞

＜発表＞

＜ＰＲ活動＞

＜造園技術フォーラム リーフレット＞
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事例発表 １．北海道総支部 木村 浩二様（雪印種苗㈱）

～自然復元関連事業の取り組み～生物多様性に配慮した事例紹介～

２．東北総支部 秋田県 佐々木 竜太様（むつみ造園土木㈱）

～地方における社会貢献活動の可能性～21年の経験から学ぶ緑産業の未来～

３．関東・甲信総支部 長野県 藤原 哲司様（㈱信州グリーン）

ドローンを使った樹木管理

４．九州総支部 福岡県 栗山 和道様（㈱フクユー緑地）、中村 寛孝様（㈱中村緑地建設）

～街路樹更新モデル事業～路線選定から試行まで～

５．（公社）日本造園学会 理事 萩野 一彦様（日本大学理工学部 客員教授）

『アノニマスな造園について考える』

（公社）日本造園学会 理事 服部 勉様（東京農業大学地域環境科学部 教授）
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都市公園法施行60周年等記念事業

（｢ひろげよう 育てよう みどりの都市｣全国大会 (一社)日本公園緑地協会）

都市の緑の保全・創出に対する意識の高揚を図り、緑豊かな美しいまちづくりを全国各地に展開することを

目的に、全国各地で行われている都市緑化月間（毎年10月）の催しを締めくくる中心的行事として、「ひろげ

よう 育てよう みどりの都市」全国大会が、平成28年10月28日(金)東京・日本消防会館（ニッショーホール）に

おいて開催されました。

第一部では、「緑とオープンスペース政策の新たなステージ」と題し記念シンポジウムを同会場の会議室で

開催致しました(参加者 約200名)。また、公園緑地等における先進的または特徴的な取り組み事例や力を入れて

取り組んでいる事業等を発表するポスターセッションを実施しました。

第二部では、国土交通大臣 石井 啓一様、国土交通省都市局長 栗田 卓也様など来賓のご出席のもと、

国、地方公共団体、造園関係者、緑化運動の担い手など緑に携わる団体・個人や一般市民の方々のご参加を頂き

ました（参加者 約600名）。

Ⅱ ポスターセッション 10:30～13:30 於:５階第二会議室

公園緑地等における先進的または特徴的な取り組み事例（8事例）や力を入れて取り組んでいる事業等

を発表しました。

第一部

Ⅰ 記念シンポジウム 9:30～12:00 於:５階大会議室

「緑とオープンスペース政策の新たなステージ」

一 報 告 「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方」

国土交通省都市局公園緑地・景観課

一 講 演 「緑とオープンスペース政策の新たなステージ」

―公園がつくる都市とニューライフスタイル―

新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会座長

日本公園緑地協会 公園緑地研究所長

福井県立大学学長、東京農業大学名誉教授 進士 五十八

一 パネルディスカッション

「緑とオープンスペース政策の新たなステージ」への提言

コーディネーター 進士 五十八

パネリスト 池邊 このみ 新たな時代の都市マネジメントに対応した都市

公園等のあり方検討会委員

横張 真 日本都市計画学会会長

宮城 俊作 日本造園学会会長

河野 雄一郎 森ビル株式会社 取締役常務執行役員

町田 誠 国土交通省都市局公園緑地・景観課長
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第二部

全国大会 14:00～17:10 於：ニッショーホール

一 発 表 「第１回こんな公園あったらいいなコンクール」受賞作品の紹介

一 主催者挨拶 一般社団法人日本公園緑地協会会長 冨田 祐次

一 来賓祝辞 国土交通大臣 石井 啓一

一 表 彰 (1) 平成28年度都市緑化及び都市公園等整備・保全・美化運動における

都市緑化功労者国土交通大臣表彰

受賞者代表挨拶

(2) 第32回都市公園コンクール国土交通大臣賞等表彰

一 座 談 「公園の可能性と未来」

登壇者 ひたちなか市長 本間 源基

三鷹市長 清原 慶子

見附市長 久住 時男

（司会・進行）

日本公園緑地協会 研究顧問 中瀬 勲

一 報 告 (1)「金沢城公園－都心の緑を保全し、史実を尊重した公園整備－」

第32回都市公園等コンクール・国土交通大臣賞受賞（特定テーマ部門）

石川県土木部公園緑地課担当課長 藤村 秀人

(2)「都市における生態系と防災のレジリエンスを高める、みどりのネットワーク」

第36回緑の都市賞・内閣総理大臣賞受賞（緑の事業活動部門）

森ビル株式会社 環境推進室 室長 太田 慶太

＜全国大会開会の様子・都市緑化功労者表彰＞

＜都市公園等コンクール表彰＞
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＜石井 国土交通大臣の祝辞＞

＜座談の様子＞
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タ イ ト ル
発表者

（敬称略）
所 属

全体会議

基 調

講 演
国営公園40年と公園マネジメントの展開 蓑茂 壽太郎

（一財）公園財団理事長／
東京農業大学名誉教授

情 報

提 供
新たな時代に向けた国営公園の取り組み 町田 誠

国土交通省
公園緑地・景観課長

分科会１

テーマ：進化する公園（花修景編）
座長：
穂積 計人

（一財）公園財団

事 例

発表１
国営公園における花による景観演出 森 洋 （一財）公園財団

事 例

発表２

国営ひたち海浜公園における花修景の展開
（茨城県ひたちなか市）

安達 明彦
（一財）公園財団

ひたち公園管理センター

事 例

発表３

印象派庭園 花美の庭における花修景の紹介
（静岡県浜松市）

井村 義人 （有）Green Pure Heart 葉音

分科会２

テーマ：進化する公園（利用促進編）
座長：
荻原 礼子

（有）結まちづくり計画室

事 例

発表１

国営公園における広報・イベントの最近の
動き

高橋 悦子 （一財）公園財団

事 例

発表２

国営沖縄記念公園における地域と連携した
利用促進策について（沖縄県本部町）

鈴木 広子 （一財）沖縄美ら島財団

事 例

発表３

服部緑地が創造・提供する新しい価値
～服部緑地パークライフ～
（大阪府豊中市）

保坂 啓明
竹田 和真

（一財）大阪府公園協会

全体討議 進化する公園
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：
久富 学

（一財）公園財団

都市公園法施行60周年等記念事業

（国営公園制度40周年記念 第14回公園管理運営フォーラム・（一財）公園財団）

（一財）公園財団では、公園管理運営に関する情報収集、意見交換等を行う機会を提供することにより、

参加者が公園現場において即戦力となる知識、技術、情報等を習得すること、さらに全国の公園管理運営の

品質向上に寄与することを目的として、公園管理運営フォーラムを実施しています。

14回目となる平成28年度は、国営公園制度40周年記念大会と位置づけ、全体テーマを「進化する公園」

とし、基調講演をはじめ、情報提供、分科会、全体討議を行いました。

●日 時 平成29年2月14日（火）10:00～17:00

●会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）

●主催等 主催（一財）公園財団

共催（一社）日本公園緑地協会、（一社）公園管理運営士会、（一財）沖縄美ら島財団

後援 国土交通省、（公社）日本造園学会、（一財）日本造園修景協会、

（一社）日本造園建設業協会、（一社）ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会、（公財）札幌市公園緑化協会、

西武造園（株）、阪神造園建設業協同組合、（公財）兵庫県園芸・公園協会、

（株）ｸﾞﾘｰﾝｳｲﾝｽﾞさとやま

●参加者 １８４名

・プログラム内容
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＜主催者あいさつ（一財）公園財団有路副理事長＞ ＜全体会議の様子＞

＜基調講演（一財）公園財団蓑茂理事長＞ ＜情報提供 国土交通省公園緑地・景観課長町田 誠氏＞

＜全体討議の様子＞ ＜全体討議の様子＞

＜第1分科会の様子＞ ＜第2分科会の様子＞

第14回公園管理運営フォーラム 会場の様子



都市公園法施行60周年等記念事業実行会議規約

（名称）

第１条 本会は、都市公園法施行60周年等記念事業実行会議という。

（目的）

第２条 本会は、都市公園法施行60周年、国営公園制度制定40周年及び古都における歴史的風土の

保存に関する特別措置法施行50周年を記念し、広く公園緑地の整備、都市緑化意識の高揚

を図り、緑豊かな潤いのある住みよい環境づくりを推進することを目的とする。

（事業）

第３条 １ 本会は、前条の目的を達成するため、国、地方公共団体及び関係団体の協力を得て、

次の事業を行う。

①記念事業冠ロゴの作成及び表示

②記念イベントの実施

③記念講演・シンポジウムの実施

④広報の実施

２ 次条第1項の会員は、前条の目的を達成するため、前項の事業のほか、各会員が実施

する各種事業を記念事業として個別に実施する。

（実行会議）

第４条 １ 本会は、次の会員をもって構成する。

一般財団法人 沖縄美ら島財団

一般財団法人 公園財団

公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会

公益財団法人 都市緑化機構

一般社団法人 日本植木協会

一般社団法人 日本運動施設建設業協会

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会

一般社団法人 日本公園施設業協会

一般社団法人 日本公園緑地協会

公益財団法人 日本さくらの会

公益社団法人 日本造園学会

一般社団法人 日本造園組合連合会

一般社団法人 日本造園建設業協会

一般財団法人 日本造園修景協会

一般財団法人 日本花普及センター

一般財団法人 日本緑化センター

一般社団法人 ランドスケープコンサルタンツ協会

２ 本会の会長は一般社団法人日本公園緑地協会常務理事とし、副会長は一般財団法人

公園財団常務理事とする。

３ 会長は協議会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、

その職務を補佐する。
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４ 会長は、申し出により会員を追加できる。

５ 本会は、事業の運営上必要な事項について処理する。

（会議）

第５条 １ 本会の会議は、会長が招集する。

２ 会議においては、次の事項を審議する。

① 本会規約に関する事項

② 事業実施計画に関する事項

③ 事業予算及び負担金に関する事項

④ ロゴマークに関する事項

⑤ その他会務運営に必要な事項

３ 会議は、会員の二分の一以上の出席をもって成立する。ただし、代理又は委任状による

出席を認めるものとする。

４ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。

（予算）

第６条 １ 本会の予算は、協賛金等をもって充てる。

（監査）

第７条 １ 本会の収支決算に関する監査を行うため監事を置き、本会会員の互選によって定める。

（幹事）

第８条 １ 本会には、本会の運営を処理するため幹事を置く。

２ 幹事は、会員の中から会長が指名する。

（事務局）

第９条 １ 本会の事務局は、一般社団法人日本公園緑地協会に置く。

２ 事務局は、本会の運営する事務を処理する。

３ 事務局の運営に必要に事項は、会長が別に定める。

（解散）

第１０条 １ 本会は、その目的を達成したときに解散する。

（協賛金等の清算）

第１１条 １ 解散に伴う事業費の余剰金については、協賛金額の比率により清算する。

２ 余剰金額が少額の場合は本会の同意のもと緑化活動等を目的とした基金等に寄付する。

附 則

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

30



都市公園法施行60周年等記念事業 実施計画（案）

（単位 円）

項 目 細 目 実施事業 主担当団体 事業期間
実行会議
予算

（円）
備 考

１．記念事業冠の表示 (1)記念事業冠の表示
・事業名ロゴの作成
・統一ロゴマークの
作成

日本公園緑地協会
28.4/1～
29.3/31

500,000 
デザイン発注
各種ポスター等作成費は
各団体予算で対応

2．記念イベントの実施

(1)国営公園イベント ・花イベント等の実施
公園財団、沖縄美ら島
財団 他

都市緑化月間 0 記念事業として実施。

(2)都市緑化キャンペーン ・都市緑化キャンペーン 都市緑化機構 都市緑化月間 0 記念事業として実施。

(3)全国造園フェスティバル
2016

・記念植樹、緑の
相談所開設、植木市、
各種教室等

日本造園建設業協会 都市緑化月間 0 記念事業として実施。

(4)アイデア公園
コンクール

・全国小学生以下を対象 日本公園緑地協会
5月4日
みどりの日～
都市緑化月間

1,000,000 
子ども対象、毎日新聞社と
の共催 10/15表彰式
（毎日ホール）

３．講演・シンポジウムの実施

(1)「ひろげよう 育てよう
みどりの都市」
全国大会

・第一部事例発表会
・第二部式典

日本公園緑地協会 10月28日 0 
都市緑化推進運動協力会等
負担金1,620千円

(2)都市公園・都市緑化
カフェ

・企画案とりまとめ、
東急ハンズ協議・
調整等

参加団体プロジェクト
チーム

2月～
カフェ終了
まで

3,500,000 開催期間9/17～10/16

①カフェ使用料 100,000 

①常設展示等

・花・緑展示
参加団体プロジェクト
チーム

9月中旬～
10月中旬

1,800,000 
展示デザイン・施工費30万、花物
4回入れ替え×30万、
維持管理費10回×3万円

・イベント情報等発信
（デジタルサイネージ
等の活用）

全ての参加団体 同上 0 

公園紹介
都市緑化月間行事
アイデア公園コンクール
結果 等

・チラシ、リーフレット
の設置

全ての参加団体 同上 0 印刷費は各団体負担

・物販
公園財団、沖縄美ら島
財団 他

同上 0 

・特別メニュー開発 幹事4団体 同上 0 東急ハンズ等の協議

②イベント

・オープニング
セレモニー

参加団体プロジェクト
チーム

9/中旬 400,000 
会場費10万、
ミニコンサート30万

・週末シンポジウム
（2回）

参加団体プロジェクト
チーム

9月中旬、
10月初旬

320,000 
2回×（会場費10万円＋
謝金3万×2名）

・ミニ教室
（平日 8回・日）

参加団体プロジェクト
チーム

9月中旬、
10月中旬

480,000 
8回×（会場費3万＋
講師謝金3万）

・閉館セレモニー 参加団体プロジェクト
チーム

10月中旬 400,000 
会場費10万、
トークショー30万

(3)造園技術
フォーラムの開催

・造園技術フォーラム 日本造園建設業協会 0 

４．広報の実施 (1)新聞キャンペーン ・みどりの日新聞広告 日本公園緑地協会
5月4日
みどりの日

0 促進協500万、公園協会75万

合 計 5,000,000 実行会議予算合計
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都市公園法施行60周年等記念事業 実行予算（案）

（単位 円）

項 目 予算額 備 考

１．記念事業冠の表示 500,000 

(1)ロゴマークの作成 500,000 50周年記念参考

(2)ポスター等作成費・印刷費 0 各種ポスター等作成費・印刷費は各団体予算

２．記念イベントの実施 1,000,000 

(1)国営公園イベント 0 関係団体予算で実施（記念冠を付け実施）

(2)都市緑化キャンペーン 0 関係団体予算で実施（記念冠を付け実施）

(3)全国造園フェスティバル 0 関係団体予算で実施（記念冠を付け実施）

(4)アイデア公園コンクール 1,000,000 新聞社との共催、事業費の一部を本実行会議が負担

３．講演・シンポジウムの実施 3,500,000 

(1)ひろげよう 育てよう みどりの都市
全国大会

0 記念シンポ等（例年大会費＋公園協会負担）

(2)都市公園・都市緑化カフェ 3,500,000 

・カフェ使用料 100,000 
通常３０万円、ただし販促物、花の装飾を行うことで
10万円

・花等展示・維持管理費 1,800,000 
展示デザイン・施工30万、花物4回入れ替え×30万、
維持管理10回程度×3万円

・パネル展示、チラシ、物販等 0 各団体負担

・オープニングセレモニー 400,000 ・会場費10万＋ミニコンサート30万円

・週末ミニシンポジウム（2回） 320,000 ・2回×（会場費10万＋謝金3万×2名）

・ミニ教室（平日 8回／日） 480,000 
・8回×（会場費3万円＋講師代3万）、材料費は参加者

負担

・閉館セレモニー 400,000 ・会場費10万＋トークショー30万円

４．広報の実施 0 

(1)新聞キャンペーン 0 ・例年どおり公園協会＋促進協議会協賛

合 計 5,000,000 
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都市公園法施行60周年等記念事業 団体負担額

（単位 円）

団 体 名 負担金額 備 考

1 一財）沖縄美ら島財団 1,000,000 

2 一財）公園財団 1,000,000 

3 公財）国際花と緑の博覧会記念協会 400,000 

4 公財）都市緑化機構 300,000 

5 一社）日本植木協会 100,000 

6 一社）日本運動施設建設業協会 100,000 

7 公社）日本家庭園芸普及協会 100,000 

8 一社）日本公園施設業協会 100,000 

9 一社）日本公園緑地協会 1,200,000 

10 公財）日本さくらの会 100,000 

11 公社）日本造園学会 0 
シンポジウム等講演者派遣で実質負担で相殺

（2回程度×2名）

12 一社）日本造園組合連合会 100,000 

13 一社）日本造園建設業協会 100,000 

14 一財）日本造園修景協会 100,000 

15 一財）日本花普及センター 100,000 

16 一財）日本緑化センター 100,000 

17 一社）ランドスケープコンサルタンツ協会 100,000 

合 計 5,000,000 
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都市公園法施行60周年等記念事業 概要

項 目 細 目 実施事業 事業期間 備 考

１．記念事業冠の表示 (1)記念事業冠の表示
・事業名ロゴの作成
・統一ロゴマークの作成

28.4/1～
29.3/31

2．記念イベントの実施

(1)国営公園イベント ・花イベント等の実施 都市緑化月間 記念事業として実施。

(2)都市緑化
キャンペーン

・都市緑化キャンペーン 都市緑化月間 記念事業として実施。

(3)全国造園
フェスティバル
2016

・記念植樹、緑の相談所開設、
植木市、各種教室等

都市緑化月間 記念事業として実施。

(4)アイデア公園
コンクール

・全国小学生以下を対象とした
絵画コンクール

5月4日みどりの日～
都市緑化月間

毎日新聞社との共催
10/15表彰式（毎日ホール）

3．講演・シンポジウム
の実施

(1)「ひろげよう育て
ようみどりの
都市」全国大会

・第一部事例発表会
・第二部式典

10月28日
記念事業としてシンポジウム、
講演会の実施

(2)都市公園・
都市緑化カフェ

・東急ハンズとのコラボカフェ 10/1～10/16 銀座東急プラザ7階ハンズカフェ

①常設展示等 ・花・緑展示 カフェ入口等を緑化

②映像展示
・プロジェクター、デジタル
サイネージ

公園紹介、イベント情報紹介、
アイデア公園コンクール結果 等

③パネル展示等
・壁面を使ったパネル展示、
チラシ、リーフレットの設置

国営公園、都内の庭園公園等

④イベント開催

・オープニングセレモニー 10/1 トークショー

・都市公園シンポジウム 10/2、10/15 造園学会主催

・都市緑化シンポジウム 10/5（2回）
オアシスガーデン、フェア紹介、
トークショー

・体育の日記念シンポジウム 10/9 トークイベント＋映像

・閉館セレモニー 10/16 トークショー,ミニコンサート

⑤飲食等 ・記念メニュー提供
記念マーク入り抹茶カフェ、
同パンケーキ

⑥サブ会場
・昭和記念公園会場での
イベント開催、緑化キャンペーン

たね団子づくり教室、ウッド
チップサシェ、横浜フェア等の
紹介

(3)造園技術
フォーラムの開催

・造園技術フォーラム 記念事業として実施。

4．広報の実施 (1)新聞キャンペーン

・みどりの日新聞広告 5月4日みどりの日 毎日新聞社 実施済み

・緑化月間前のキャンペーン 9月中旬 建設通信新聞
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【記念事業 イベントプログラム】

（１）都市公園・都市緑化カフェ

場所：東急プラザ銀座店 7階 HANDS EXPO CAFＥ(60席）

カフェ営業期間・時間：平成28年10月1日(土)～10月16日(日) 11:00～21:00

*ワンドリンク申込みが必要

日 付
イベントプログラム

時間帯 項 目 備 考

10月1日 土 11:30～13:00

○記念事業オープニングセレモニー
トーク・ショー
・ (一社）日本公園緑地協会副会長 涌井 史郎氏
・フリーアナウンサー 唐橋 ユミ氏 他

問合せ予約は(一社)日本公園緑地協会まで
予約申込書：別紙

10月2日 日 11:00～13:00

○都市公園シンポジウム
サマースタジオってなに？
－公益社団法人日本造園学会関東支部 学生デザインワークショップ
の活動－

・学生（５チーム）より、デザインワークショップ成果の発表及びこれに
対する質疑応答

主催：(公社）日本造園学会
詳細は、(公社）日本造園学会のＨＰに掲載

10月5日 水 13:00～14:00

○全国都市緑化フェアの紹介
①都市緑化よこはまフェア
②都市緑化はちおうじフェア
・開催市（横浜市、八王子市）による緑化フェアの紹介

詳細は、（公財）都市緑化機構のＨＰに掲載
（URL 整理中）

10月8日 土 11:00～19:00
○毎日新聞「こんな公園あったらいいなコンクール」表彰作品の紹介等
・表彰作品を映像にて紹介

公園コンクール表彰式
10月15日、 毎日ホールで開催

10月9日 日 11:00～13:00

○記念講演
公園とスポーツ～東京2020に向けて～
（トーク＆映像で取り組みを紹介）

・上智大学文学部部教授 師岡 文男氏

問合せ予約は(一社)日本公園緑地協会まで
予約申込書：別紙

10月15日 土 16:00～20:00
○子育てトークサロン
「公園に行こう～自然の中で安全・安心に遊び・学び～」

主催：(公社）日本造園学会
共催：(公財）東京都公園協会
詳細は、(公社）日本造園学会のＨＰに掲載

10月16日 日 18:00～21:00
○記念事業クローズドセレモニー
ミニ・ライブ＆ トーク・ショー

問合せ予約は(一社)日本公園緑地協会まで
予約申込書：別紙

（２）国営昭和記念公園での記念イベント

日 付 時間帯 項 目 開催場所 等

10月1日 土 11:00～15:00 ○記念ワークショップ
（1）たねダンゴをつくろう！
（2）ウッドチップサシェをつくろう！
（3）花のブックマークをつくろう！

・開催場所：国営昭和記念公園花木園展示棟
・参加費：無料（別途入園料必要）
・参加人数：先着順
（１）各日200名
（２）各日100名
（３）各日20名

10月2日 日 11:00～15:00

（３）関連事業

日 付 時間帯 項 目 開催場所 等

10月7日 金 11:00～17:00 都市緑化キャンペーン
ＪＲ有楽町駅前広場
数寄屋橋公園

10月中 全国造園フェステイバル
国営公園や都市公園等
【全国70会場程度】

10月28日 金
9:30～12:00

10:30～13:30
14:00～17:10

「ひろげよう 育てよう みどりの都市」全国大会
・記念シンポジウム
・ポスターセッション
・全国大会

日本消防会館
（5階大会議室）
（5階第二会議室）
（ニッショーホール）

10月22日 土～
10:00～16:00 第14回 日比谷公園ガーデニングショー2015 都立日比谷公園

～30日 日

（４）国営公園制度制定４０周年記念事業

日 付 時間帯 項 目 開催場所等

2月14日 火 10:00～17:00 第14回公園管理運営フォーラム
国営オリンピック記念青少年総合センター
詳細は、後日(一財)公園財団ＨＰに掲載
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印刷物

・都市緑化月間の普及啓発ポスター

発行物

・（一社）日本公園緑地協会

機関誌「公園緑地」

左：国営公園制度40周年特集号

中：都市公園法施行60周年特集号

右：古都保存法施行50周年特集号
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古都保存法施行50周年記念事業関連

古都保存法施行50周年記念シンポジウム ～古都の保存・継承における次世代への展望～

趣旨：平成28年は、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」が制定されてから50年の節目と

なり、改めて、古都保存法がこれまで保存区域やその周辺の景観保全に果たしてきた社会的な意義

及び役割を振り返るとともに、今後の古都保存行政のあり方について展望すべき時期を迎えています。

これを受け、古都保存行政を担う自治体により構成する「古都保存連絡協議会」では、古都保存の

普遍的価値を次世代に継承していく機運を高めるため、各自治体における代表的な取組，関係者や

有識者からのメッセージ等を広く発信するシンポジウムを開催します。

日時：平成28年12月10日(土)

第1部 シンポジウム 14:00～16:00 場所：小倉百人一首殿堂 時雨殿

第2部 関連イベント 第1部終了後 場所：臨済宗天龍寺派大本山天龍寺

＜パネルディスカッション＞

＜関連イベント(座禅)＞

＜開会挨拶(京都市 門川市長)＞ ＜報告 国土交通省 梛野審議官＞

＜会場の様子(シンポジウム時)＞

＜古都の紹介(パネル展示)＞





一般財団法人 日本造園修景協会

公益財団法人 都市緑化機構

一般社団法人日本造園組合連合会

一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会

国際花と緑の博覧会記念協会

公益財団法人

http://www.jila-zouen.org/
http://www.jila-zouen.org/

