
 

報告事項 １）令和元年度事業報告 
 
 

１．公園緑地等に係る調査研究の推進 

新たな時代の公園緑地等の政策・制度に係る諸課題への対応や、時代を反映した公園緑地等の先進的

な取組事例の情報発信、及び公園緑地等の利用活性化に資する制度研究等、会員ニーズに対応した調査

研究を実施しました。 

 

（１）大都市における公園緑地のあり方に関する調査研究 

国土交通省の協力を得て、大都市（東京都、政令指定都市）と共同で以下の調査研究を実施しま

した。 

① 「地域による身近な公園の管理運営のあり方」に関する調査研究 

② 「都市公園の公民連携事業における民間事業者の現状と今後のあり方」に関する調査研究 

③ 「公園遊具の安全対策」に関する調査研究 

④ 「市民緑地認定制度の活用手法」に関する調査研究 

⑤ 「事例調査、各都市のプロフィールと HP データの再整理」に関する調査 

また、研究調査結果のより一層の活用を図るため、参加団体の実務担当者を対象に、平成 30 年

度実施した 5 項目の調査研究成果の報告会を令和元年 7 月 18 日に関東会場と令和元年 8 月 6 日に

関西会場にて実施しました。 

 

（２）中核市等における公園緑地の課題に関する調査研究 

主に中核市、県庁所在都市や特別区等の公園緑地行政に資するため、これまで中核市等が抱える

公園緑地の課題等について情報共有の場を設け、今後の課題解決に向けて調査研究し、その成果を

公表してきました。 

令和元年度は、今後の本調査のあり方や運営方法についてアンケート調査を実施しました。また、

公園緑地に関する最新の取組状況について調査を実施しました。 

 

（３）アンケート調査 

全国の都市公園等を整備している地方公共団体 1,381 団体に対し、日々の業務の中で課題となっ

ている都市公園等の管理運営に関する取組状況とその対応策及び先進的な取組等の事例に関する

アンケート調査を実施し、そのとりまとめ成果をホームページで公表しました。 

 

（４）公園緑地等先進事例調査 

公園緑地等の先進的な取組について調査を継続し、その成果をホームページ等で発信しました。 

 

 

（５）都市公園ストック有効活用方策に関する調査研究 

都市公園等の魅力向上や地域社会に貢献する運営管理の取組を評価・表彰し、多様な主体の参画

の推進と運営管理の質の向上を図ることを目的に、平成 30 年度に引き続き、都市公園の多様な運

営管理者及び運営管理事業を対象とした評価認証制度を研究しました。また、評価認証の実施機関

としての運営方法、運営体制、採算性等の諸課題を整理・検討しました。 



 

 

（６）調査研究年報の発行 

自主研究調査事業の成果等をとりまとめた「公園緑地研究所調査研究報告」を発行し、調査研究

成果の普及を図るため、全国に向けて公表しました。 

 

２．公園緑地等における公民連携の推進 

公園緑地等の公民連携による整備・管理・運営の取組を支援する「公募設置管理制度」(Park-PFI)の

推進に資するため、平成 29 年度設置した公民相互の情報を一元的に収集・発信する「Park-PFI 推進支

援ネットワーク(略称：PPnet ピーピーネット)」を引き続き運営しました。 

 

３．公園緑地等の管理運営に係る効率化の推進 

ＩＣＴを活用した効率的な管理運営を推進するため、公園台帳と当該公園の維持管理情報や運営管理

情報等を一元化し、インターネット（クラウド型）を通じて情報を収納する「公園管理情報マネジメン

トシステム（POSA システム）」（平成 22 年度運用開始）を引き続き運営しました。また、インターネッ

トのセキュリティ強化を図るため、総務省にあっては地方公共団体に対してインターネットとは切り離

した閉域なネットワーク回線(LGWAN)の利用を推奨していることを踏まえ、POSA システムを LGWAN サー

バーに登録し接続可能とすることにより、導入団体へのサービスの充実と一層の普及活動を推進しまし

た。 

 

４．公園緑地等に係る各種情報の発信と諸活動の取組の推進 

公民連携による緑豊かで魅力的なまちづくりを推進し、誰でもが安全・安心して健康的で幸福な暮ら

しができる社会や地域の実現に向け、これまで取組んできた様々な調査研究等の成果を活用し、公園緑

地等の活用や活性化等に関する情報を様々な媒体を通じて発信しました。また、都市公園事業や都市緑

化事業等を促進するため全国大会等を開催するとともに、国及び関係団体の行う都市公園事業や都市緑

化事業等の促進に係る諸活動に参加・協力しました。 

 

（１）公園緑地等に係る各種情報の発信 

１）機関誌の発行 

公園緑地に関する法令、予算、施策、課題、動向、事例等の最新情報を広く会員等に提供す

るため、機関誌「公園緑地」第 80 巻第１号～第 5 号を発行しました。 

１号：公園樹木の適正な管理と育成 

２号：公園の一日 

３号：緑地計画の変遷とこれから 

４号：墓園のこれから 

５号：公園を旅する 

 

 



 

２）図書の発行 

会員をはじめ公園関係者の実務に関する以下の図書を発行しました。 

①都市公園技術標準解説書改訂版発行 

②公園管理運営士認定試験過去問題集発行 

 

３）ホームページ、みどり関係ニュース、新聞等による情報の発信 

①ホームページによる情報の発信 

ホームページを活用し、公園緑地に関するトピックスや地方公共団体・緑関係団体、国

土交通省の最新情報を提供するとともに、会員サイトに機関誌「公園緑地」や調査研究資

料等を掲載するなど会員サービスに努めました。 

②メールによるみどり関係ニュース等の発信 

協会会員等のメール会員に対し、公園緑地に関するトピックスや地方公共団体・緑関係

団体、国土交通省の最新情報を毎月２回程度メール配信しました。 

③「みどりの日」の新聞掲載による普及啓発活動の推進 

広く一般市民に、都市の身近な公園や緑の大切さ、地球にやさしい環境づくりに対する

意識の高揚を図ることを目的に、公園緑地の役割や魅力を伝える記事を、5 月 4 日の「み

どりの日」に全国都市公園整備促進協議会と共催で毎日新聞朝刊(全国版)に掲載しました。 

④公園緑地相談室 

公園緑地の計画･整備･管理に係る諸制度、事業手法等の相談に関する回答や関連情報等

を提供しました。（令和元年度相談件数 23 件） 

 

（２）公園緑地等に係る諸活動の取組の推進 

１）全国大会等の開催 

①令和元年度「ひろげよう 育てよう みどりの都市」全国大会 

全国各地で開催される都市緑化月間（10 月）の催しを締めくくる中心行事として全国の

公園緑地関係者の協力を得て、「ひろげよう 育てよう みどりの都市」全国大会を開催

しました。 

日 時：令和元年 10 月 25 日（金） 

場 所：ニッショーホール（日本消防会館）港区虎ノ門 2－9－16 

第一部「事例発表会」 ：午前 

第二部「全国大会」  ：午後 

②公園緑地関係団体との連携・協働 

関係する団体が共有する課題等について相互の連携を強化し、効率的・効果的な解決を

図るための「公園緑地関係団体協議会」の事務局を務めた他、当協会をはじめ緑関係団体

等によって組織されている団体が実施する次の諸活動に参加、協力しました。 

・第 30 回全国「みどりの愛護」のつどい 

・都市緑化キャンペーン等緑化推進運動 

・全国都市公園整備促進協議会(事務局:当協会)による整備促進活動 

・大都市都市公園機能実態共同調査実行委員会(事務局:当協会)による整備促進活動 

・全国公園協会協議会の活動 



 

・都市計画法・建築基準法制定 100 周年記念事業実行委員会が主催する、都市計画法・建

築基準法制定 100 周年記念事業 

・その他、まちづくり関係団体等によって組織されている団体の緑のまちづくり等に関す

る諸活動 

③春季及び秋季の都市緑化推進運動等 

春季における都市緑化推進運動及び秋季の都市緑化月間を中心として開催される国及

び関係団体の行う次の諸活動に協賛、協力しました。 

・令和元年度「春季における都市緑化推進運動」 

・令和元年度「都市緑化月間」 

・令和元年度「全国都市緑化祭」 

・第 36 回「全国都市緑化フェア」 

・第 39 回「緑の都市賞」 

・第 30 回「緑の環境プラン賞」 

・第 18 回「屋上・壁面緑化技術コンクール」 

・令和元年度「まちづくり月間」 

・第 29 回「全国花のまちづくりコンクール」 

・その他全国各地で実施される都市緑化、都市公園に関する行催事 

 

２）国際交流の推進 

①ＷＵＰジャパンへの参加・協力 

ＷＵＰジャパンが実施する国際交流活動に参加・協力しました。 

※ＷＵＰジャパン：世界の都市公園、オープンスペース及びレクリエーション関連部門の国際的な

代表組織である World Urban Parks の日本支部 

②北京国際園芸博覧会日本国政府出展への参加・協力 

令和元度開催された北京国際園芸博覧会日本国政府出展に参加・協力しました。 

 

３）東日本大震災・熊本地震「花とみどりの復興支援」 

花とみどりの有する“心のやすらぎやうるおい”を東日本大震災及び熊本地震の被災者に届

けるため、平成 23 年 10 月に設立された、花とみどりに関わる公益法人等で構成する「花とみ

どりの復興支援ネットワーク」（事務局：日本公園緑地協会、（一財）日本花普及センター、（公

財）日本花の会）の事務局として支援活動を行いました。 

 

５．人材の育成、知識・技術の普及啓発に係る取組の推進 

公園緑地行政や整備・管理・運営等に携わる技術者等を対象に、新たな時代に対応した公園緑地等の

保全、整備、管理運営に関する専門的な知見や技術の継承等を目的とした下記の講習会や継続教育等の

取組を行いました。 

 

（１）講習会の開催等 

１）公園緑地講習会 

公園緑地に関する専門的知識の普及及び技術力の向上に資するため、地方公共団体等の中堅



 

の実務担当者を対象とした講習会を開催しました。 

 

２）行政施策講習会 

公園緑地に関する最新の行政施策等の情報を提供するため、地方公共団体の主幹クラスの職

員を対象とした講習会を開催しました。 

 

３）遊具の日常点検講習会 

遊具にかかる事故を防止するため、公園緑地等の管理担当者を対象とした遊具点検技術の普

及を目的とした講習会を（一社）日本公園施設業協会と共催で開催しました。 

 

４）プールの安全管理のための管理責任者講習会 

プールにおける遊泳者の事故防止や衛生的な管理・運営に資するため、プール管理責任者を

対象とした講習会を開催しました。 

 

５）パークマネジメント講習会 

公園緑地の管理･運営に関するマネジメントのあり方や様々な手法について紹介する講習会

を開催しました。 

 

６）シンポジウム「新たな公民連携のあり方を考える」 

新たに創設された Park-PFI をはじめ都市公園における公民連携について多面的に理解を深

めるとともに、都市公園等の整備、運営、維持管理に関する最新情報の提供・共有化、専門的

な知識やノウハウ・技術の普及の促進を目的としたシンポジウムを（一社）日本造園建設業協

会と共同で開催しました。 

 

（２）造園 CPD（継続教育）への参加・協力 

造園 CPD 協議会に参加し、当協会が実施している講習会等について造園 CPD 認定プログラムとし

ての認定を受けると共に、協会会員の所属職員に対する造園 CPD を活用した継続教育を実施しまし

た。また、造園 CPD 協議会及び（公財）日本造園学会造園 CPD 推進委員会の運営に協力し、都市公

園等関係者の継続教育を推進しました。 

 

６．表彰・コンクールの取組 

公園緑地等の発展に功績があった個人・団体等の顕彰・表彰、及び公園緑地等の整備・管理・運営等

の優れた作品や活動を顕彰するため、下記の取組を実施しました。 

 

（１）表彰等の実施 

１）第 41 回北村賞 

公園緑地等の調査、研究、計画、設計等について顕著な功績があった方を顕彰する制度で、

北村賞選考委員会の審査を経て、次の４名の方々に対し、令和元年６月５日に開催された定時

社員総会の席上、協会会長より賞状と記念品を贈呈しました。 



 

（敬称略）芦澤拓実、五十嵐政郎、北川明介、中根史郎 

 

２）第 27 回佐藤国際交流賞 

公園緑地分野において国際的な交流の推進に功績があった方を顕彰する制度で、国際委員会

の推挙に基づき協会会長が決定し、次の１名の方に対し、令和元年６月５日に開催された定時

社員総会の席上、協会会長より賞状と記念品を贈呈しました。 

（敬称略）中村久二 

 

３）第 27 回公園緑地功労賞 

国、地方公共団体、公益法人等の職員として公園緑地事業又は都市緑化事業等の実務に従事

し、功労があった方を顕彰する制度で、公園緑地功労賞委員会において選定された次の 7 名に

対し、令和元年６月５日に開催された定時社員総会の席上、協会会長より賞状と記念品を贈呈

しました。 

（敬称略）浅井正明、新井安男、勝正弘、齊藤政雄、高畑正、太幡正樹、渡邉秀雄 

 

４）平成 31 年度都市緑化及び都市公園等整備・保全・美化運動功労者表彰に対する協力 

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に

協力し、記念品を贈呈しました。 

 

５）第 40 回公園緑地折下功労賞に対する協力 

（公財）都市計画協会が実施する公園緑地折下功労賞に協力し、副賞を贈呈しました。 

 

（２）第 35 回都市公園等コンクールの実施 

都市公園、及び公共施設緑地、民間施設緑地等の設計、施工、材料・工法・施設、管理運営、特

定テーマの５部門において、技術水準の向上を図るため、都市公園等コンクールを実施し、優秀な

作品の顕彰を行いました。 

後 援： 国土交通省 

協 賛： 公園緑地関係 10 団体 

審 査： 都市公園等コンクール審査委員会で部門別各賞を決定しました。 

表 彰： 令和元年 10 月 25 日に開催された「ひろげよう 育てよう みどりの都市」全国大会の

席上、国土交通大臣賞等が授与されました。 

国土交通大臣賞 

・設計部門：「三鷹中央防災公園・元気創造プラザ」 

東京都三鷹市 

独立行政法人都市再生機構 

株式会社日本設計 

・施工部門：「松阪市総合運動公園スケートパーク」 

長谷川体育施設株式会社中部支店三重営業所 

・管理運営部門：「指定管理者 8 年目の水前寺江津湖公園」 

熊本県熊本市 



 

一般社団法人熊本市造園建設業協会 

・特定テーマ部門：「泊まれる公園『INN THE PARK』」 

静岡県沼津市 

株式会社インザパーク 

 

７．受託調査の取組 

公園緑地等の計画設計業務、管理・運営に係る調査業務、公園施設の長寿命化計画、公民連携やユニ

バーサルデザイン等に関する調査研究業務等、国や地方公共団体等から、13 件の業務を受託し、その成

果をとりまとめました。 

 

８．公園管理運営士認定事業の取組 

都市公園の管理運営を円滑かつ効果的に推進するためのマネジメント能力を備えた人材の養成を目

的として、（一財）公園財団が制度として設立した「公園管理運営士」の認定実施機関として、試験問

題の作成、試験の実施、合格者の認定・登録等の業務を実施しました。（令和元年度合格者・新規登録

者数：101 名、登録更新者数：222 名） 

 

 

９．社員総会の開催 

令和元年 6 月 5 日（水）13 時 30 分からグランドアーク半蔵門で開催し、正会員 874 名のうち 568 名

（うち議場出席者 57 名、議決権行使書面提出者 511 名）が出席して審議の結果、次の議案について原

案どおり承認されました。 

・第１号議案 平成 30 年度決算報告 

・報告事項  

１）平成 30 年度事業報告 

２）平成 30 年度公益目的支出計画実施報告 

３）令和元年度事業計画 

４）令和元年度収入支出予算 

５）令和元年度主要事業日程 

６）平成 30 年度公園緑地研究所調査研究報告 

 

 

１０．理事会の開催 

 

（１）令和元年度第 1 回理事会 

令和元年 5 月 10 日（金）13 時 30 分から協会会議室で開催し、次の議案について原案どおり承認

されました。 

・第１号議案 平成 30 年度事業報告 

・第２号議案 平成 30 年度決算報告 



 

・第３号議案 平成 30 年度公益目的支出計画実施報告 

・第４号議案 社員総会の招集について 

・第５号議案 新入会員の承認について 

・報告事項 

１）代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告について 

２）平成 30 年度公園緑地研究所調査研究報告について 

 

（２）令和元年度第２回理事会 

令和 2 年 3 月 30 日（月）15 時 30 分開催予定の令和元年度第 2 回理事会について、新型コロナウ

イルス感染症対策のため、書面決議による審議を行い、次の議案について原案どおり承認されまし

た。 

・第１号議案 令和２年度事業計画案 

・第２号議案 令和２年度収入支出予算案 

・第３号議案 福島第一原子力発電所事故で甚大な被害を受けた地方公共団体の会費の免除に

ついて 

・第４号議案 新入会員の承認について 

・報告事項 

１）第 42 回北村賞、第 28 回佐藤国際交流賞、第 28 回公園緑地功労賞の受賞者について 

２）令和２年度主要事業日程について 

３）代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告について 

 

 

１１．会員の状況 

 

 

 

 

 

 
870 22 17 1 876 4 15 865

地方公共団体 540 1 0 ｰ 541 0 10 531

法人 129 7 3 1 134 1 0 135

個人 201 14 14 ｰ 201 3 5 199

83 0 2 △1 80 0 0 80

953 22 19 0 956 4 15 945

退会数

賛助会員か

ら法人会員

への変更数

令和2年3月

30日理事会

承認後の

会員数

令和2年３

月末退会数

令和２年4

月1日現在

会員数

令和２年度

入会申込み

数

入会数会員種別

正会員

賛助会員

合計

平成31年

4月1日現在

会員数


