
平成30年度 行政施策講習会 
～公園緑地に求められる新たな取り組みと発想～ 

実施要領 

１．開催目的 

公園緑地に携わる地方公共団体の担当者等を対象に、都市の緑とオープンスペースに等に関する行政施策に

ついての最新情報を習得していただくことを目的とします。

近年、公共サービス全般においては、行政が単独で提供する公共サービスから、官民連携によるより充実し

た公共サービスの提供が必要となっています。公園緑地行政においても都市公園法や都市緑地法の改正により

Park-PFI 制度や市民緑地認定制度の創設など官民連携を進めるための制度の充実がはかられており、そういっ

た制度を利用した新たな発想による取り組みが求められています。

本講習会では専門家から自治体職員・組織の内向き志向を変え、公園緑地行政を進める上で求められる「発

想の転換」について講義いただくとともに、国土交通省から公園緑地行政の最近の動向、特に官民連携に関連

した制度についての講義を、自治体、民間事業者から新たな発想で進められている先進事例をご紹介いただき

ます。

２．主 催 

一般社団法人 日本公園緑地協会 

３．開催時期および開催場所等 

地域 日程 開催場所 

関東 平成30年 
8月21日(火) 
11:00～16:50 

国立オリンピック記念青少年総合センター 
センター棟 ５階 ５０１研修室 
東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

関西 平成30年 
8月24日(金) 
11:00～16:50 

京都キャンパスプラザ 
５階 第１講義室 
京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町９３９ 

４．参加者定員

東京会場 １６０名程度     京都会場 １６０名程度

５．参加費

１２,０００円 （会員 ５,０００円）（税込） 

※ 会員とは(一社)日本公園緑地協会の会員を指します。なお、協会の会員である公共団体におかれま
しては、公園関係部署以外の所属の方も会員と同様に会員価格で受講できます。 

※ 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。 
※ 申込締切日以降のキャンセルはできません。 

※ 本講習会は造園ＣＰＤ認定プログラム（4.5単位）です。 



６．講師及びテーマ 

東京会場 
時間 講  師 テーマ 

11:00 開会挨拶

11:05～12:05

（60分） 

国土交通省都市局公園緑地・景観課 

緑地環境室 

国際緑地環境対策官 脇坂 隆一 

都市緑化行政の最近の動向 

平成 30 年度予算・事業や昨年の都市緑地法の改正で創設された市

民緑地認定制度などの最近の都市緑化行政の動向について講義いた

だく。 

12:05～13:00 （休憩）55分

13:00～14:00

（60分） 

国土交通省都市局公園緑地･景観課 

公園緑地事業調整官 片山 壮二 

公園緑地行政をめぐる最近の動向 

平成 30 年度予算・事業や昨年の都市公園法の改正で創設された

Park-PFI 制度などの最近の公園緑地行政の動向について講義いた

だく。 

14:00～14:05 （休憩）5分

14:05～15:05

（60分） 

特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会

業務部長 寺沢 弘樹 

自分ごとで考える重要性 

官民連携による公共サービスの提供のため、これまでの考えにとら

われず新たな発想により業務を進めることの重要性について講義い

ただく。 

15:05～15:15 （休憩）10分

15:15～16:00

（45分） 

片倉工業株式会社 不動産開発部 

開発一課長 渡辺 裕人 

企業による市民緑地認定制度の活用 

ショッピングモール「コクーンシティ」の公開空地を認定市民緑地

とした民間事業者の考えや認定に向けた公共団体との連携、今後の

展望について講義いただく。 

16:00～16:05 （休憩）5分

16:05～16:50

（45分） 

沼津市まちづくり政策課 

臼井 久人 

民間主導の公民連携「沼津市リノベーションまちづくり」 

民間遊休不動産や、公共施設・公共空間の活用を対象に、従来の行

政主導のまちづくりと異なる、民間主導の収益性と公益性を兼ね備

えた事業の推進について講義いただく。 

京都会場 
時間 講  師 テーマ 

11:00 開会挨拶

11:05～12:05

（60分） 

国土交通省都市局公園緑地･景観課 

公園緑地事業調整官 片山 壮二 

公園緑地行政をめぐる最近の動向 

平成 30 年度予算・事業や昨年の都市公園法の改正で創設された

Park-PFI 制度などの最近の公園緑地行政の動向について講義いた

だく。 

12:05～13:00 （休憩）55分

13:00～14:00

（60分） 

国土交通省都市局公園緑地・景観課 

緑地環境室 

国際緑地環境対策官 脇坂 隆一 

都市緑化行政の最近の動向  

平成 30 年度予算・事業や昨年の都市緑地法の改正で創設された市

民緑地認定制度などの最近の都市緑化行政の動向について講義いた

だく。 

14:00～14:05 （休憩）5分

14:05～15:05

（60分） 

株式会社公園マネジメント研究所 

所長 小野 隆 

(仮)社会動向に応じて変わるための意思と使命感 

公園が現代社会に存在する意義を問い直し、都市と公園に関わる

方々への期待、果たすべき役割について講義いただく。 

15:05～15:15 （休憩）10分

15:15～16:00

（45分） 

京都市動物園 園長 

一般財団法人日本造園修景協会 

京都支部長 片山 博昭 

(仮)街路樹文化の創造 －京都市のチャレンジ－ 

景観・環境・観光に寄与する街路樹の京都市型景観剪定などの京都

市の特徴的な制度と、制度実現に向けた職員の新たな発想による取

り組みについて講義いただく。 

16:00～16:05 （休憩）5分

16:05～16:50

（45分） 

高槻市都市創造部安満遺跡公園整備室 

市民協働チーム 

副主幹 鮫島 雄輔 

(仮)安満遺跡公園について 

     ～市民力・民間活力を導入した公園運営～ 

現在高槻市で整備中の安満遺跡公園について、「市民とともに育て

つづける」公園を目指して開園前から実施している市民活動、複数

の店舗事業者の募集、様々な自主事業の提案を求める指定管理者の

募集など、市民力・民間活力を導入した公園運営の取り組みについ

て講義いただく。 

※講義のテーマ、講師および時間等が変更となる場合があります  



７．申込・振込締切日   両会場共通：平成３０年８月１４日（火） 

８．申込方法 

・参加申込書に必要事項をご記入のうえ、メール又はＦＡＸにて 10．の「申込先・問合せ先」へお送り

ください。申込みを受理した方には参加証・請求書を郵送いたします。 

・参加証は当日必ず持参し、受付窓口で受講確認をとってください。 

・申し込み後、１週間経過しても参加証が届かない場合や締め切り間近な場合は、必ず事務局にお問い合

わせください。 

※ＦＡＸ又は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ので参加証

が届かない場合は必ずお問い合わせください。 

※お申し込み時にすでに定員になっており受付できない場合がありますので予めご了承ください。 

・申し込み開始後１週間は当協会の会員の方を優先受付いたします。以降は申し込み順に締切日まで受付

を行い、定員になり次第締め切ります。 

・参加費は、７．の「申込・振込締切日」までに９．の「振込先」にお振り込みください。 
※講習会参加後の参加費の振り込みしか出来ない場合は別途ご相談下さい。 
※原則として当日の参加申込は受付いたしません。 

９．振込先 

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

社団
しゃだん

法人
ほうじん

 日本
にほん

公園
こうえん

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。 

10．申し込み・問い合せ先 

事務局 
（一社）日本公園緑地協会 多田、末永、川端 
〒101-0043 東京都千代田区岩本町3-9-13 岩本町寿共同ビル２階 
ＴＥＬ：０３－５８３３－８５５１（代表） ＦＡＸ：０３－５８３３－８５５３ 
Ｅmail： kousyuugyousei@posa.or.jp 

11．その他 

・お申込み頂いた個人情報は、名簿作成等当講習会の業務及び当協会が今後開催する講習会のご案内に使用さ
せていただく以外に、他の目的には使用いたしません。 

・領収書は当日会場にてお渡しします。領収書の宛先は、ご指定がない場合は、公共団体の場合は知事又は市
町村長様宛、他団体の場合は団体名御中宛てとさせていただきます。 

・請求書、領収書の宛先にご指定のある場合は別紙１ 参加申込書「備考欄」にご記入ください 
・本講習会の実施要領は、(一社)日本公園緑地協会のホームページ（https://www.posa.or.jp）に掲載してい
ます。 

・環境に配慮し、会場への来場には公共交通機関をご利用ください。また、ゴミは各自で所定の場所へ処理し
て頂けますようご協力をお願いいたします。  



【会場案内】（東京） 

日  時：平成３０年８月２１日（火）１１：００～１６：５０ 

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 ５階 ５０１研修室 

所 在 地：〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

Ｔ Ｅ Ｌ：０３－３４６９－２５２５ 

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４番出口）徒歩約10分 

会場： ５階 ５０１研修室入口 



【会場案内】（京都） 

日  時：平成３０年８月２４日（金）１１：００～１６：５０ 

会  場：キャンパスプラザ京都 ５Ｆ 第１講義室 

所 在 地：〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町９３９ 

Ｔ Ｅ Ｌ：０７５－３５３－９１１１ 

最 寄 駅：ＪＲ京都駅 

ＪＲ京都駅ビル駐車場西側 ビックカメラ前

ＪＲ京都駅からの道順 



平成30年度 行政施策講習会 
～公園緑地に求められる新たな取り組みと発想～ 

 参加申込書

申し込み日：平成  年  月  日

■申込者 

勤

務

先

会  場  （   ）東京会場（8月21日）    （   ）京都会場（8月24日） 

団 体 名 

住  所 
郵便番号  

住  所  

申込ご担当者名 所属部課 氏名
ふりがな

会員種別 (     )日本公園緑地協会会員     （   ）非会員 

tel／fax 
／e-mail 

tel  fax  

e-mail  

■参加者 

参加者所属部課 役 職 氏
ふり

   名
がな

●請求書 宛名： 

●領収書（※丸をつけて下さい）   （   ）必要     （   ）不要

必要な場合の領収書宛名：

●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。）

※お申し込み頂いた個人情報は、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、メールまたはFAXにて当協会へお送りください。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が届かない場合や、締切間近の場合は必ず事務局までご連絡下さい。 

（メールやＦＡＸ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） 

※お申し込み時にすでに定員になっており、受付できない場合があります。予めご了承ください。 

●請求書の宛先は、ご指定がない場合は団体名宛てとさせていただきます。 

●領収書は、必要な方へ発行致します。要不要の有無を申込書に○を付けてください。 

事前に振込が確認できている方は、当日会場にてお渡しします。領収書の宛先は、ご指定がない場合は、公共団体の場合は知事又は市町

村長様宛、他団体の場合は団体名御中宛とさせていただきます。 

●参加費は、下記の“申し込み締め切り日”までに指定の振込先にお振り込みください。 

※参加費の振り込みが講習会参加後になる場合は別途ご相談下さい。 

※振込先は当協会HPへ掲載している平成30年度 行政施策講習会の実施要領、もしくは参加証と一緒に送付する請求書をご参照下さ

い。（ホームページアドレス：https://www.posa.or.jp） 

●申し込み締め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。 

●申し込み締め切り日：両会場 平成30年8月14日(火) 

●申し込み・問合せ先：(一社)日本公園緑地協会 多田、末永 

tel：03-5833-8551  fax：03-5833-8553  mail： kousyuugyousei@posa.or.jp 

申し込み先 mail：kousyuugyousei@posa.or.jp 

Fax：03-5833-8553 


