これまで国や地方公共団体から受託した業務
（公園緑地施策の策定）
○緑の基本計画、マスタープラン等の策定
○都市公園の費用対効果分析、事業評価に関する調査・実施
○緑地の保全・創出・活用方策に関する調査
公園緑地に関する関係法令を熟知していることはもとより、幅広い情報を有し、市町村レベルの計画から複数の都
府県に亘る広域的計画の策定にも対応します。

（公園緑地の計画、設計）
○広域公園・総合公園等の多様な公園の基本計画、設計等
○防災公園整備計画及び設計等
○バリアフリー、ユニバーサルデザイン化のための調査・設計等
○歴史・文化に関する公園緑地の検討、基本構想、計画、設計等
豊富な実績に加えて当協会が出版している公園緑地マニュアル、技術標準解説書の豊富な知識をもとに様々な政
策課題を踏まえた公園の整備計画、設計を行います。

（公園施設に関する計画、設計）
○展示・映像・サイン計画等
○特殊な建築・設備等の設計・工事監理等(歴史的建造物の復元設計、城石垣災害復旧工事監修 他)
○公園施設長寿命化計画にもとづく調査・計画等

（管理運営に関する調査、検討）
○管理・運営計画の策定（市民参加型管理運営方法の試行検討 他）
○利用促進方策の検討（公園利用者誘致促進方策実施調査 他）
○指定管理者の選定・評価（指定管理者審査基準作成 他）
○公園管理マネジメントシステム（POSA システム）の構築
長年の管理運営に関する調査研究と都市公園に導入されて以降定期的に行なっている指定管理者制度に関する
調査実績から、さまざまな課題に対応します。

（その他）
○国際的イベントの整備計画の策定・運営(国際花と緑の博覧会基本構想作成 他)
○各種講習会の企画・運営や講師の派遣
○指定管理者の選定・評価（指定管理者審査基準作成 他）
○民間事業者の活力導入の検討

調査、計画、設計から管理運営まで公園緑地に関する業務全般をサポートします。

当協会の主な受託事業実績
協会が国や地方公共団体等から受託して実施した過去５ヵ年（Ｈ16～Ｈ20）における主な調査研究

① 都市公園、緑地等の計画、設計

※分類ごとの重複含む

⑤ 費用対効果、事業評価、効率化等の調査

○生田緑地整備基本計画策定業務委託 （H16.川崎市）
○徳島市総合動植物公園水辺のエリア等測量設計業務
（H16.徳島市）

○コンジョイント分析による公園緑地の経済評価に関する
効用関数等の検討 （H16,国土技術政策総合研究所）

○前橋公園実施設計業務 （H17.前橋市）

○間接利用価値計測による費用対効果分析調査
（H16,国営讃岐まんのう公園事務所）

○茶臼山動物園再整備検討調査業務委託 （H18. 長野市）

○公園評価システムの検討調査委託 （H17,東京都）
○小規模公園における費用対効果分析モデルに関する研究
（H17,国土技術政策総合研究所）

○偕楽園公園保存活用計画業務委託
（H18.茨城県水戸土木事務所）

○河内町総合運動公園費用対効果分析調査業務委託
（H18,河内町）

○前橋公園庭園エリア施工監理業務 （H18.前橋市）
○国営越後丘陵公園基本計画策定業務
（H19.国営越後丘陵公園事務所）
○日本平公園基本計画及び基本設計(その１)業務委託（H19.静岡市）
○鞠智城公園利用実態調査委託 （H20. 熊本県）
○「出雲市環境保全型公園（仮称）基本構想」作成業務
（H20. 出雲市）
他４５件

○海洋博地区公園利用実態調査業務
（H18, （財）海洋博覧会記念公園管理財団）
○金沢城北市民運動公園公共事業評価算出業務委託
（H19,金沢市）
○クニンドーの森公園費用対効果分析調査業務 （H19,浦添市）
○日本平公園新規事業採択時評価業務（H19,静岡市）
○都市公園事業費用対効果分析手法に係る改善検討業務
（H20,国土交通省）

② 歴史・文化財に関わる調査、計画

他１２件

○国営飛鳥歴史公園における文化財保存活用方策検討調査業務
（H18,国営飛鳥歴史公園事務所）
○南のムラ建物及び景観復元施工支援業務
（H18,国営吉野ヶ里歴史公園事務所）
○ 「日本の歴史公園１００選」選定業務
（H18,都市公園法施行５０周年等記念事業実行委員会）

⑥ 指定管理者の選定・評価
○公園の指定管理者選定委員会補助業務委託
（H16～20,横浜市環境創造局）
○公園緑地等維持管理工事（指定管理者審査基準作成業務委託
（H16,神奈川県）

○復元整備検討業務（H19 20,国営沖縄記念公園事務所）

○明石西公園 指定管理者選定業務委託（H17,兵庫県東播磨県民局）

○平城宮跡区域（仮称）基本計画検討業務
（H20,国営飛鳥歴史公園事務所）

○県立敷島公園指定管理者申請書「事業計画書作成指導」業務
（H17, （財）群馬県公園緑地協会）

○平城宮跡周辺地区 平城宮跡周辺等魅力向上事業
（H20,奈良県奈良土木事務所）

○公園評価システムの検討調査委託 （H18,東京都建設局）

○（仮）岐阜市歴史的風致維持向上計画作成業務委託 （H20,岐阜市）
○鞠智城跡の大規模公園整備計画調査委託 （H20,熊本県）
他１４件

○有馬富士公園他３公園指定管理者選定業務
（H19,兵庫県阪神北県民局）
○指定管理者応募資料作成指導業務
（H19, （財）栃木県民公園福祉協会）
○甲山森林公園指定管理者選定業務
（H20,兵庫県阪神南県民局）
他１３件

③ 健康・福祉・ユニバーサルに関わる調査、計画
○身体障害者等の利用促進方策検討業務
（H16・H17,国営アルプスあづみの公園事務所）
○ｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙのできる公園づくり推進会運営業務
（H17～20,ｷｬﾁﾎﾞｰﾙのできる公園づくり推進会）
○平成１８年度都市公園におけるバリアフリー化のあり方に関する
検討調査 （H18,国土交通省）
○そらぷちの森整備事業（ユニバーサルデザインアドバイス委託業務）
（H20,滝川市）
○金沢城北市民運動公園運動施設適正規模等調査委託
（H20,金沢市）
○海洋博公園触地図付き点字ガイドブック制作業務
（H20, （財）海洋博覧会記念公園管理財団）
他２件

④ 安全・安心に関わる調査、計画
○公園プール管理状況調査委託 （H17,横浜市）

⑦ 低炭素型都市・緑地保全に関わる調査、計画
○ 「緑の国土軸推進戦略調査」業務
（H16,日本海沿岸地帯振興連盟世話人代表）
○ 「東京湾みどりの回廊構想」検討調査（その３）委託（H16, 千葉県）
○全国都市再生モデル調査（東京都世田谷区、大阪府堺市）
水と緑豊かな都市環境形成検討調査 （H17,国土交通省）
○県単都市公園整備委託（緑地保全適地調査） （H18, 千葉県）
○緑化地域指定に伴う緑化推進計画等の検討業務委託
（H19, 横浜市）
○大都市圏における広域的な緑地の保全のあり方に関する調査
（H19,国土交通省）
○地球環境問題に対応した都市緑化・緑地保全行政の展開方針
の検討（H19,国土交通省）

○都市公園における安全確保方策検討調査 （H18,国土交通省）

○緑を豊かにする計画改定業務委託（H19.20, 長野市）

○公園施設の安全管理基準に関する調査検討業務
（H20,国土交通省）

○横浜地域におけるバイオマス活用に関する検討業務
（H20,高速道路関連社会貢献協議会）
他７件

当協会の主な受託事業実績
協会が国や地方公共団体等から受託して実施した過去５ヵ年（Ｈ16～Ｈ20）における主な調査研究

⑧ 緑の基本計画,マスタープラン等の策定・見直し
○千葉市街山づくりプログラム実施業務委託 （H16, 千葉市）

⑫ 公園政策や大規模公園のあり方の検討

○厚木航空基地周辺まちづくり構想策定事業基本計画
・実施計画策定業務委託 （H16, 綾瀬市）

○公園機能検証業務 （H16,国営昭和記念公園事務所）
○効率的・効果的な都市公園整備の推進に関する調査
（H16,国土交通省）

○大和市まちづくり構想策定支援事業 （H16,大和市）

○少子高齢化社会における今後の国営備北丘陵公園活用方策
策定業務 （H18,国営備北丘陵公園事務所）

○有馬富士公園都市緑地保全方策のあり方に関する検討調査
（H17,阪神北県民局）

○公園の整備・管理に係る民間との連携方針検討業務
（H18,国営海の中道海浜公園事務所）

○緑の地域プラン検討調査 （H17,神戸市）

○明石公園の保存・再生計画のあり方検討業務
（H19,兵庫県東播磨県民局）

○浜松市緑の基本計画策定業務委託 （H19・20, 浜松市）
他５件

○大都市都市公園機能実態共同調査業務委託
（H16～20,大都市都市公園機能実態共同調査実行委員会）
○学校跡地等の公園整備に係る検討他業務
（H20,独立行政法人 都市再生機構）

⑨ 防災に関わる公園緑地の計画、設計
○国営東京臨海広域防災公園施設管理運営・利用促進検討他
業務 （H17,国営昭和記念公園事務所）
○今後の都市公園における安全・安心な利用に関する方策検討
調査 （H17,国土交通省）

○都市における生物多様性保全の推進に関する基礎調査
（H20,国土交通省）
他１０件

⑬ 技術基準の策定、個別技術開発

○都市公園における防災施設整備効果の評価に関する調査業務
（H17,国土技術政策総合研究所）

○公園・緑地等における雨水浸透機能発揮調査 （H16,国土交通省）

○国営東京臨海広域防災公園体験学習施設事業手法策定業務
（H18,国営昭和記念公園事務所）

○公園緑地工事に係る積算・契約業務の合理化・効率化
検討調査 （H17,国土交通省）

○防災公園街区整備事業等の展開検討調査（その２）
（H18,独立行政法人都市再生機構）

○公園施設の技術基準に関する検討業務 （H19,国土交通省）
○公園緑地積算体系改訂業務 （H20,国土交通省）
他５件

⑩ 公園緑地に関わる建築施設等の計画、設計

⑭ 管理・運営計画の策定、見直し

○危機管理マニュアル作成業務 （H16,国営昭和記念公園事務所）

○南のムラ基本設計外２件業務 （H16.国営吉野ヶ里歴史公園事務所）
○青森県総合運動公園三内まほろばパーク照明設備工事監理
業務委託 （H16.青森県土整備事務所）
○前橋公園みどりの散策エリア（仮称）基本・実施設計業務
（H17.前橋市）
○そらぷちの森整備事業
（ユニバーサルデザインアドバイス委託業務）（H19.滝川市）
○茶臼山動物園レッサーパンダ新展示施設整備計画業務委託
（H20.長野市）
○みはらしの里第２号古民家基本設計他業務
（H20.国営常陸海浜公園事務所）
他４件

○尼崎の森中央緑地県立都市公園の整備管理運営基本方針策定
（H16,兵庫県阪神南県民局）
○民間資金導入による整備運営計画調査委託
（H17,東京都東部公園緑地事務所）
○園内ボランティア運営体制検討業務（H17,国営常陸海浜公園事務所）
○神代植物公園管理運営基礎調査委託
（H17,東京都西部公園緑地事務所）
○滝野公園森林体験ゾーン環境プログラム運営検討外一連業務
（H17～19,札幌開発建設部）
○神戸地区管理運営計画検討業務
（H15～18,国営明石海峡公園事務所）
他５件

⑮ 利用促進方策の検討

⑪ 展示・照明・映像・サイン等の計画、設計
○淀川河川公園基本計画改定ホームページ管理（その２）作業
（H16,淀川河川事務所）

○利用者誘致促進方策検討調査業務
（H16・17,国営海の中道海浜公園事務所）

○国営アルプスあづみの公園展示映像作成業務
（H17,国営アルプスあづみの公園事務所）

○障がい者等の利用促進実施計画等検討業務
（H18,国営アルプスあづみの公園事務所）

○みはらしの里設計指標等作成業務
（H18,国営常陸海浜公園事務所）

○井頭公園一万人プール実行可能性調査業務
（H18, （財）栃木県民公園福祉協会）

○前橋公園庭園エリア休憩所新築工事 （国補分割12号）工事
監理業務 （H19,前橋市）

○国営海の中道海浜公園地域活性化効果外検討業務
（H19,国営海の中道海浜公園事務所）

○北部地域観光情報支援サイト構築
（H20, （財）海洋博覧会記念公園管理財団）

他２件

○平城宮跡区域（仮称）屋外・屋内展示等実施方策検討業務
（H20,国営飛鳥歴史公園事務所）
他３件

⑯ 国際的なイベント・博覧会等の整備計画、設計
○首里城地区イベント検討業務 （H16,国営沖縄記念公園事務所）

