
第51回 公園緑地講習会 実施要領 

１．目  的  本講習会は、公園緑地に関する調査、研究、事例等の講義および現地視察研修により実務者として

必要な専門的知識、技術の向上を図るとともに公園緑地事業の円滑な推進に寄与し、以て多くの

人々により良い都市公園が提供されることを目的とします。 

２．日  時  平成２９年１１月２０日（月）～１１月２２日（水） 

        講義内容等は「第５１回 公園緑地講習会 講義内容」参照 

        ※ 講義のテーマおよび講師、視察場所等が変更となる場合があります。ご承知おきください。 

３．会  場  東京都渋谷区代々木神園町３－１ 国立オリンピック記念青少年総合センター 

        センター棟1Ｆ （102 室）（会場案内図参照） 

４．主  催  一般社団法人 日本公園緑地協会 

５．参加対象  都道府県、市町村の公園緑地関係部課に勤務する中堅職員、 

        公園緑地関係団体(法人・企業等)に勤務する中堅職員、個人会員等 

６．参加人数  講義：１２０名、視察研修：４０名 

        ※ 申込順に受付を行い、視察研修は４０名になり次第締め切らせていただきます。 

        ※ 視察研修のみの参加はできません。ご注意ください。 

        ※ 申込み受理の可否については、参加証の送付をもってかえさせていただきます。 

７．参 加 費  会 員：２日間（講義のみ）15,000円 ３日間（視察研修含む）20,000円 

        非会員：２日間（講義のみ）25,000円 ３日間（視察研修含む）30,000円 

        ※ 会員とは(一社)日本公園緑地協会の会員を指します。 

        ※ 上記に含まれるものは、テキスト代、会場費、バス借上費（視察）、諸経費等となります。 

        ※ 参加費の支払いは事前振込でお願いいたします。 

          請求書に参加費の支払方法等が記入されておりますので、ご確認ください。 

        ※ 申し込み締切り後のキャンセルにつきましては、取り消し料がかかる場合があります。 

        ※ 講習会期間中の宿泊は各自でお願いいたします。 

        ※ 講習会参加費に昼食代は含まれていません。（３日間とも） 

オリンピックセンター敷地内に食堂・売店等がございます。（研修室内での飲食は原則禁止） 

視察研修時は視察先周辺の飲食店等を利用して頂くか、各自ご用意ください。 

８．申込方法  ・参加申込書をＦＡＸ又はメールにてご送付下さい。申し込みを受理した方には参加証・請求書を

送付いたします。 

        ・申し込み後、１週間経過しても参加証等が届かない場合は、必ず事務局までご連絡ください。 

         （ＦＡＸ、メールのトラブル等により、申込書が事務局に届いていない場合があります） 

        ・入金が確認できない場合、参加を取り消させていただく場合があります。予めご了解ください。 

        ・参加証は講習会当日に必ずご持参ください。 

10．申込・振込み締切  申込：平成２９年１１月１０日（金）  振込み：平成２９年１１月１６日（木） 

        （申込順に受付を行い、定員になり次第締め切らせていただきます。） 

11．振込み先  りそな銀行（0010） 東京営業部（300） 普通預金 NO.3644447 

         口座名義 一般
いっぱん
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緑地
りょくち

協 会
きょうかい

※振込手数料はご負担願います。 

※お振込みの際、ご依頼人の欄へ参加申込書に記載した団体名（社名又は氏名）をご記入願います。 

12．その他   ・お申し込み頂いた個人情報は、配布する参加者名簿及び受付簿作成等当講習会の業務及び当協会 

         からの今後の各種講習会のご案内に使用させていただき、他の目的としては使用いたしません。 

13．申 込 先  (一社)日本公園緑地協会 企画部（担当：多田・末永） 

  問合せ先   〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-13 岩本町寿共同ビル 2F 

         Tel：03-5833-8551 Fax：03-5833-8553 E-mail：kousyuu1@posa.or.jp 

         （※本要領は当協会のホームページ（www.posa.or.jp）にも掲載しています。）



第51回 公園緑地講習会 講義内容 
（敬称略） 

※ 講義のタイトルは仮題です。 

※ 講師、視察場所、スケジュール等が変更となる場合があります。ご承知おきください。 

１日目：１１月２０日（月）

11:00～11:05 (5分) 事務局からのお知らせ (一社)日本公園緑地協会 

11:05～11:10 (5分) 開会の挨拶 (一社)日本公園緑地協会 

11:10～12:30 (80分) 公園緑地行政をめぐる最近の動向 
国土交通省都市局公園緑地・景観課 

課長 町田 誠 

12:30～13:30 (60分) 休憩 

13:30～14:30 (60分) 
官民連携による公園緑地マネジメント： 

都市公園の魅力向上と質の確保 

東京都市大学都市生活学部 

教授 坂井 文 

14:30～14:40 (10分） 休憩 

14:40～15:40 (60分) 

市内の公園の活用について、民間事業者等

との「対話」による「サウンディング型市

場調査」 

横浜市環境創造局政策調整部政策課 

みどり政策調整担当課長 綱河 功

15:40～15: 50(10分） 休憩 

15:50～16:35(45分) 
各務原市学びの森 KAKAMIGAHARASTAND 

新たな公園の利活用 

一般社団法人かかみがはら暮らし委員会 

理事長 長縄 尚史 

16:35～16: 45(10分） 休憩 

16:45～17:30(45分) 
沼津市中央公園 

沼津ランニング＆スキルズステーション 

沼津市都市計画部緑地公園課利用推進係 

係長 稲葉 宏和 

２日目：１１月２１日（火）

 9:30～ 9:35 (5分) 事務局からのお知らせ (一社)日本公園緑地協会 

 9:35～10:55 (80分) 都市緑化行政の動き 
国土交通省都市局公園緑地・景観課 緑地環境室 

室長 古澤 達也 

10:55～11:05 (10分） 休憩 

11:05～11:50(45分) 
カシニワ制度 

柏市における民有緑地の保全・創出・活用 

柏市都市部公園緑政課 

副参事 横枕 健二 

11:50～13:00 (70分) 休憩 昼食 

13:00～13:45 (45分) 遊休農地・遊休地の活用 
(株)アグリメディア 

代表取締役 諸藤 貴志 

13:45～13:55 (10分） 休憩 

13:55～14:55(60分) 
地域と協働するコミュニティ政策のすすめ

方 

立命館大学 産業社会学部 

教授 乾 亨 

14:55～15:05 (10分) 休憩 

15:05～15:50 (45分) 
練馬区における 

地域住民による主体的な公園の管理運営 

練馬区環境部みどり推進課 

練馬区土木部道路公園課 

15:50～16：00(10分) 休憩 

16:00～16:45 (45分) 
川崎市のインバウンド観光振興と観光資源

としての生田緑地の活用 

川崎市生田緑地整備事務所 

所長 磯部 由喜子 

16:45～17：00 修了証配布 

３日目：１１月２２日（水）

9:30～17:00 視察：生田緑地、藤子・F・不二雄ミュージアム（東京駅周辺集合解散予定） 



公 園 緑 地 講 習 会 会 場 案 内 図

国立オリンピック記念青少年総合センター

   会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟１Ｆ １０２室 

   所 在 地：東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

   Ｔ Ｅ Ｌ：０３－３４６７－７２０１（代） 

   最 寄 駅：小田急線 参宮橋駅下車 徒歩約７分 

       ：地下鉄千代田線 代々木公園駅下車（代々木公園方面出口）徒歩約１０分 

●国立オリンピック記念青少年総合センター概略位置図 

小田急線 参宮橋駅下車 徒歩約７分  地下鉄千代田線 代々木公園駅下車（代々木公園方面出口）徒歩約10分 

●国立オリンピック記念青少年総合センター施設構内図 

国立オリンピック記念

青少年総合センター 

小田急線 参宮橋駅 

地下鉄千代田線 代々木公園駅

１階 １０２室



〒

②法人会員 ③個人会員 ④賛助会員 ⑤非会員

TEL／FAX FAX

氏　名（フリガナ） 参加 不参加

1.

2.

3.

4.

●請求書宛名

●備　考（※上記以外に特に必要な事項があればお知らせください）

※申込み頂いた個人情報は、配布する参加者名簿及び受付簿作成等当講習会の業務及び当協会からの今後の

　各種講習会のご案内に使用させていただき、他の目的としては使用いたしません。

●必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸまたはメールにて当協会あてお送りください。

●申し込み後、1週間経過しても参加証が届かない場合は、必ず事務局までご連絡下さい。

　（ＦＡＸ、メールのトラブル等により、申込書が事務局に届いていない場合があります）

●参加費については、事前振込をお願いいたします。振込先につきましては、請求書に記載して

おりますのでご確認ください。(事前振込が難しい場合はご相談ください。）

●申し込み順に受け付け、定員になり次第締め切らせていただきます(講義120名見学研修40名)

●講義のみの参加は会員15,000円、非会員25,000円です。視察研修のみの参加はできません。

●申し込み締切り後のキャンセルにつきましては取り消し料がかかる場合がありますので予め

ご了解ください。

●申し込み・問合せ先

〒101-0032　東京都千代田区岩本町3丁目9番13号　岩本町寿共同ビル２階

一般社団法人日本公園緑地協会 企画部 多田・末永　

　TEL：03-5833-8551　FAX：03-5833-8553　 e-mail:kousyuu1@posa.or.jp

（請求書・領収書の宛名は、ご指定がない場合は公共団体の場合は知事又は市区村長様宛、他団体は団体名御中宛
となります。）

■申込者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申し込み日：平成２９年　　　月　　　日

勤
務
先

（フリガナ）

担当者
メールアドレス

種　別
(※丸をつけてください)

TEL

住　　所

団 体 名

氏　名

所属部課

ＦＡＸ番号：０３－５８３３－８５５３　　　　　　ｅ-mail：kousyuu1@posa.or.jp

記載がない場合は公共団体の場合は知事又は市区村長様宛、他団体は団体名御
中宛となります

第５１回　公園緑地講習会参加申込書

申込担当者
（連絡先）

①公共団体(会員)　

領収書宛名

■参加者　　　　　　　　　　視察研修（※参加、不参加どちらかに丸をつけてください）

参加者所属部課 役　職

　申し込みを受理した方には参加証・請求書を送付いたします。

　必要な方は○を付けてください

●領収書

　記載がない場合は公共団体の場合は知事又は市区村長様宛、他団体は団体名御中宛となります


