都市建設委員会資料
平成３０年４月１９・２０日
土木部みどりと公園 課

板橋区パークマネジメントガイドラインについて

平成28年度より策定作業を進めてきた「板橋区パークマネジメントガイドライン」について、素
案のパブリックコメントを実施したのち、庁議において計画を策定したので報告する。
１ 前回の委員会後の検討経過
・ パブリックコメント(資料1) 16日間 (平成30年2月24日～3月11日) 計4人10件
・ パークマネジメントガイドライン策定に伴う庁内検討会 平成30年3月13日
・ 庁議(連絡調整会議) 平成30年3月27日
２ 前回委員会後の主な変更点
・P27,P28

区民アンケート結果のグラフにおいて、回答数がP13と異なる点について、説明
文を記載。

・P33

リニューアルを予定している特色ある公園のレイアウトを変更。板橋公園を追加。

・P37

システム・推進方策において、グリーンプランにより設置されている会議体での点
検、評価を行う旨を記載。

・P38以降

資料編を追加

・全体

写真の追加修正

３ 今後のスケジュール
・パブリックコメント実施結果の公表

: 平成30年5月12日

・計画書の刊行

: 平成30年6月

４ 参考資料
資料1

板橋区パークマネジメントガイドラインに係るパブリックコメントについて

資料2

板橋区パークマネジメントガイドライン(概要版)

資料3

板橋区パークマネジメントガイドライン(本編)

資料1

「板橋区パークマネジメントガイドライン」に係るパブリックコメントについて
1実施概要
(1) 募集期間
平成30年2月24日(日)〜3月11日(日) 【16日間】
(2) 閲覧場所
・みどりと公園課(区役所南館5階[22]番窓口)
・区政資料室(区役所北館1階[7]番窓口)
・区立各図書館
・区ホームページ
(3) 募集対象
区内在住・在勤・在学の方、区内事業者、区内で活動する個人・法人・団体など
(4) 提出方法
直接、郵送、FAX、電子メール、Web
(5) 公表資料
・板橋区パークマネジメントガイドライン(概要版)
・板橋区パークマネジメントガイドライン(本編)
(6) 実施結果
意見提出者:4人(個人)
提出方法:直接1件、電子メール2件、web1件
意見総数:10項目
(7) 意見の概要
全体について 1項目
数値の取扱いについて 2項目
基本理念、目標、取組みについて 7項目
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パークマネジメントガイドラインに対するパブリックコメントと区の考え方
◎ 募集期間：平成30年2月24日（土）～3月11日（日）【16日間】
◎ 件数：10件・4人（持参1人、メール2人、Ｗｅｂ提出1人）
No.

項目

1 全体について

意見の概要

区の考え方

公園は新しい都市構想のあり方にも関わる これからも公園の特色や個性を活か
重要分野であると考える。

した公園運営に取り組んでまいりま

個性豊かな公園で知られる板橋区の、さら す。
なる公園行政の発展に期待する。
2 統計データの図表の
表現

素案P.27図表「犬の連れ込みについて」及 ご意見いただきましたとおり、回答数
びP.28図表「公園での喫煙について」にお に誤解を招く表現となっておりました
ける回答数は、回答された方の合計だが、 のでP.28を修正いたしました。
それぞれの回答者数を記すべきである。

3 統計データの図表の
表現

喫煙に関するアンケートの回答数は素案

P.13の回答数はその設問に回答した

P.13では738となっており、素案P.28の回答 方を対象に集計したものですが、P.28
数と異なっている。

の回答数はアンケートの問28「20歳以
上の方にお伺いします。あなたはた
ばこを吸いますか」において、「はい
(タバコを吸う)」「いいえ(タバコを吸わ
ない)」を記入しなかった無回答者(20
歳未満の回答者を含む)が除かれた
集計となっております。
誤解を招く表現となっていたので、本
編にその旨を記載いたしました。

4 基本理念『みんなでつ 公園がもたらす環境改善効果はもちろん、 公園が及ぼす様々な効果や役割に
くる 人をつなぐ公園』 地域振興など他の様々な効果も増進しよう ついてご理解いただきありがとうござ
としていることが優れた点である。

います。

公園と言えば、都市緑化による環境改善や これらの様々な効果を自覚し、各目標
景観形成のためのインフラ政策という役割

の実現に取り組んでまいります。

が思い浮かぶが、この方針を見ると様々な
効果があると再確認することができ、大変
勉強になった。
5 目標１『みんなで集え
る公園をつくります』

公園の効果を増進するため、官民協働や 本目標の実現に向けて、各施策に取
区民参画を取り入れて、まず自分達がどう り組んでまいります。
するのかという、区全体の運営体制から見
直そうとしていることが優れた点である。
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6 目標２『いろいろなこと 各公園の運営方法において、公園設備や 本目標の実現に向けて、各施策に取
ができる公園をつくり

公園ルールといったハード・ソフトの両面か り組んでまいります。

ます』

ら、公園ごとの個性的な魅力を創り出そうと
いう、実効的な方針を明示していることが
優れた点である。

7 施策2-①-2

全国津々浦々に同様のバーベキュー施設 板橋区らしいバーベキュー場の整備

手軽で利用しやすい

が増えているので、板橋区らしさをどのよう について、いただいた意見をもとに検

バーベキュー場の運

に出すかを考えて欲しい。

討を進めてまいります。

営をめざします
8 施策2-②-2

素案P.32及び素案概要P.6「6 将来の公園 児童遊園や子どもの利用が多い公園

受動喫煙の防止に向

のイメージ」において、「駅の近くやにぎわ

などの特色に応じ、禁煙とする公園を

けた対応を図ります

いの中にある公園のイメージ」に、駅周辺

設定するよう検討をしております。ま

等の公園にて喫煙エリアの設置を想定され た、禁煙としない公園についても、国
ていること読み取れるが、駅周辺は地域の や都の動向などを踏まえながら受動
喫煙者だけでなく、鉄道利用者による喫煙 喫煙防止に向けた対策の強化を図っ
者の増加も予想される。喫煙場所を公園内 ていく方向で検討をしております。
に設けるとするならば、十分な分煙エリアを
設置できる公園、一定規模以上の面積を
有する公園、子どもの利用が多くない公園
である必要がある。また、隣接する住宅地
への配慮も必要となる。
以上のような観点から、受動喫煙に関して
の記述は、特段の配慮が必要であり、駅周
辺等の公園での記述は不適切であり、修
正が必要であると考える。
9 施策2-②-3
制限行為の緩和を検

公園内で手持ち花火だけでも許可を出し

花火の種類をある程度分類し、緩和

てほしい。

した時に生じる問題を整理したうえ

討します

で、緩和の可能性を検討していきま
す。

10 施策2-③-2

映像は常に誰かがチェックするのか。事

監視カメラを常時稼働させる監視体

「安心安全カメラ」を設 件・事故が起こったときの対応方法を教え

制を考えております。

置します

映像については、一定期間保管さ

てほしい。

れ、公園施設へのいたずらや警察か
らの照会があった時などに映像のチ
ェックを行います。
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資料2

🍂

パークマネジメントとは

原案→p3

誰からもわかりやすい明確な公園の運営方針を定め、めざすべき姿を実現するために、地
域住民・団体などと連携し、適切な管理運営を継続的に行っていくことをパークマネジメン
トといいます。

🍂

板橋区パークマネジメントガイドライン策定の目的

原案→p3

公園は、従来の子どもの遊び場や区民の憩いの場としての機能とともに、防災性を高める
オープンスペースや都市環境を改善するまとまりのある緑の拠点としての機能をもち、健
康増進や地域コミュニティを活性化する舞台でもあります。
近年の公園を取り巻く社会状況は、柔軟な利用が進み、公園運営における住民参加が拡大
するなど、大きく変化しています。その中で、板橋区においても公園をもっと柔軟に利用が
できるようにしていくことや地域のコミュニティとしての機能を強化するなどの対応が求
められています。
また、現在の板橋区の公園では、地域、規模、周辺の環境に関係なく一律な管理が行われ
ていることや住民管理団体の高齢化に伴う担い手不足といった課題が生じています。
公園が本来持つ様々な効果をより高く発揮させるために、今後の公園維持管理・運営の仕
組みについて検討し、明らかになった課題に対応しながら、公園が地域の魅力となるととも
に、適切な公園管理により周辺の価値を高めることをめざして、板橋区パークマネジメント
ガイドラインを策定します。

🍂

公園によりもたらされる効果

原案→p7

公園は以下のような価値ある効果を有し、都市になくてはならない貴重なオープンスペース
です。
子育て、教育

健康・レクリエーション
空間提供

コミュニティ形成

景観形成

文化伝承

環境維持・改善

防災性向上

観光振興

経済活性化
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🍂公園を取り巻く社会的動向

原案→p8

平成29(2017)年の都市公園法の改正により、公園協議会の設置、Park-PFIの創設、保育所な
どの占用物件が追加されるなど、公園を活用した新たな事業展開の可能性が生まれています。
また、国土交通省は平成28(2016)年に、「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 最終報告書」を公表し、その中で今日の公園に求められるものとして「ス
トック効果の向上」、「民との連携の加速」、「都市公園の柔軟な利用」を示しました。

🍂

公園の運営に関する課題の整理

原案→p14

■柔軟なルールの設定
現状では公園における利用ルールがすべての公園で同じとなっています。喫煙を除き、区民ア
ンケートではルールの考え方に対して柔軟な対応を求める意見も多くあります。今後は公園規
模や実情に応じて公園のルールを決定していく必要があります。
公園ルールについて (みどりに関する区民アンケートより) (%)
全公園で
禁止すべき

質問項目
1. 犬の連れ
込み

公園によって
定めるべき

13.8

公園のエリアごと
に定めるべき

全公園で
認めるべき

33.2

2. 喫煙

38.2

58.5

3. 花火

10.2

32.6

4. ボール遊
び

7.2

5. 自転車の
乗入れ

30.3

11.9

25.5

31.4

22.3

わからない

3.8 2.0 回答数=738
2.7 2.4 回答数=746

31.0

48.9

28.3

37.7

2.9 回答数=731

11.9

1.6 回答数=732

9.3

2.4 回答数=735

■住民参加の拡大
住民管理あり
19%

板橋区の公園のうち19%の公園では住民管理の取り組みが行わ
れていますが、後継者不足などにより住民参加は広がっていない
のが現状です。また、区民アンケートから、住民参加に関する取り

[箇所数]

組みについての認知度が低いことも分かりました。今後は住民参 住民管理なし
81%

加を広げていく手法について整理する必要があります。

ボランティア制度の認知度について (みどりに関する区民アンケートより) (%)
質問項目

参加している、参加し
たことがある

活動内容を含め知っ
ている

1 地域がつくる
1.7 2.7 9.0
公園制度
2 花づくり
グループ

0.7 5.9

名前は聞いたこと
があるが、活動内容は
知らない

回答数=748

86.6

18.9

74.5

3 公園刈り込み
0.3 3.4 15.0
ボランティア

81.4

2

知らない

回答数=741
回答数=740

■公園の特色をより発揮させる公園づくり
利用者数を把握している公園のうち、こども動物園(本園)は、顕著な増加傾向にあるものの、
全体的には利用者数は横ばいとなっています。
これらの特色ある施設を活かした管理や、生物多様性の向上など、公園の特色をより発揮させ
る公園づくりを検討していく必要があります。
公園の利用状況の推移 (単位:人)
400,000
350,000
300,000

こども動物園（本園）

250,000

こども動物園（分園）

200,000

板橋交通公園
城北交通公園

150,000

赤塚植物園

100,000

氷川つりぼり公園

50,000

水車公園

0
平成24

平成25

平成26

平成27

平成28

(2012)

(2013)

(2014)

(2015)

(2016)

年度

年度

年度

年度

年度

■適切な維持管理の実施
区民から寄せられた公園への意見は「樹木」に関するものが全体の28%と最も多く、次いで
「施設」14%、「清掃」8%となっています。
これらの要望の中には意見をいただく前に対応することが望ましいものもあり、 公園利用の
リスクとなる支障を未然に防ぐため、予防保全を含めた管理基準の整理を行う必要があります。

平成26(2014)年度、平成27(2015)年度

公園への意見の項目と主な内容

その他 11%(303件)

項目

自転車･バイク3%(71件)
樹木 28%(764件)

不法投棄 4%(98件)
トイレ 5%(129件)
害虫 5%(147件)
動物 7%(184件)

[件数]
2712件
平成26(2014)年度
平成27(2015)年度
合計
施設 14%(378件)

公園灯 7%(201件)
マナー 8%(210件)

清掃 8%(227件)
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主な内容

■樹木

樹木の剪定

■施設

ベンチ改修

■清掃

落葉清掃

■マナー

禁止事項の指導

■公園灯

球切れ

■動物

砂場フン被害

■害虫

毛虫駆除

■トイレ

トイレつまり

■不法投棄

不法投棄

■自転車･バイク

不法駐輪

■その他

上記以外の意見

🍂

基本理念･目標･施策展開

基本理念を実現させるため、2つの目標を定め、目標の実現に向けて施策に取り組んでいきます。
基本理念

目標

目標1
みんなで集える
公園をつくります

施策1-①
公園を協働で運営していく
制度の導入
原案→p20

●事業者、行政、学校、区民
(産 官 学 民 )そ れ ぞ れ が 公 園
の主役となり、公園利用者や
地域の目線に立った運営が
される公園となります。

施策1-②
公園づくりに気軽に
参加できる仕組みの構築

●公園の運営に様々な世代

原案→p22

が参加することで、公園が地
域コミュニティを生み出す・
つなぐ場所となっていきま

施策1-③
イベント活動や交流の場

す。

としての利用の推進
原案→p24

目標2
地域、民間などの活力を活用

いろいろなことが

した公園運営、区民の声を反

できる公園を

映させた柔軟な公園の使い

施策2-①
地域の特色に応じた
公園づくり

つくります

原案→p25

方について整理を行ってい
き、
『 みんなでつくる 人をつ

●公園の特性に応じて地域

なぐ公園』をめざします。

の方が使い方を決められる
公園となり、より多くの人が
楽しく使える公園となりま
す。

施策2-②
公園の使い方や利用ルール
などの改定・検討
原案→p27

●健康づくり活動や教育活
動などの、地域の様々な主体
が自ら行うイベントが積極
的に行われるようになりま

施策2-③
安心・安全の確保

す。
原案→p30
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原案→p17～31
※ 重点施策 とは「いたばしグリーンプラン2025」の計画期間である2025年度までに取り組みを行う施策です。

施策

具体的な取り組み

区 民 や NPOな ど の 公 園 管 理 の 担 い 手 を
コーディネートする仕組みとして、複数
の公園を総合的に調整しながら協働で
公園運営を進めていく制度を導入しま
す。

時間や場所の制約によってボランティア
に参加できない人や制度の敷居の高さを

1. ボランティア制度を改定・検討します。

感じている人に対し、気軽に参加できる制

2.

プレーパークの設置に向けた人材の掘り起こしを行
います。

度の導入を検討し、より一層公園での活動
が盛んになることをめざします。

区民をはじめ商店街や地元企業などが
自ら企画し行うイベントで公園を活用

1.

区民などが企画するイベントの受入体制の充実を図
ります。

できるよう、受け入れ体制を充実させま
す。

公園の立地環境や特色を発揮させ、良好
な景観の確保、健康増進、観光振興につ
ながる公園づくりを行います。また、民
間事業者との連携により、利便施設の受
け入れ態勢を構築します。

1. 利便施設を導入します。
2.

手軽で利用しやすいバーベキュー場の運営をめざし
ます。

3. 公園の特色に応じた運営を行います。

区立公園全体の基本的な利用ルールに

1. 犬と歩ける公園を設定します。

ついて、区民アンケートの結果を踏まえ

2. 受動喫煙の防止に向けた対応を図ります。

た改定を行います。また、利用者の声を

3. 制限行為の緩和を検討します。

取り入れた公園の使い方ができるよう

4.

利用者が公園の使い方を自分たちで決められる仕組
みを構築します。

にしていきます。
防犯性に配慮した樹木剪定の実施や、
「安心
安全カメラ」の増設などを行い、安心・安全
の確保につなげていきます。また、ユニバー
サルデザインへの配慮や、防災機能を向上

1. 快適に利用できる管理・整備を推進します。
2.

安心安全カメラ」を設置します。

させる公園整備を検討していきます。
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🍂 将来の公園のイメージ

原案→p32

施策の展開によって以下のようなイメージの公園へ変わります。

駅の近くやにぎわいの中にある公園のイメージ
コミュニティガーデン

・駅の近くや商店街の近くなど、街
の中心地にある公園は、マルシェ
の出店などにより、駅や駅周辺の
商店を含めたにぎわいの拠点とな
ります。

マルシェの出店
などによる
にぎわいエリア

・健康づくりの観点から禁煙を推進
するため、公園の特色に応じ、全
面禁煙や受動喫煙防止といった管
理が行われます。

開放的な空間のある公園のイメージ
遊具ゾーン

・開放的な空間のある公園では、遊
具遊びのゾーンやボール遊びがで
きるゾーンなどのゾーン割りを行
われ、様々な使い方で楽しめるよ
うになります。
・地域住民が主役となって運営を行
うコミュニティガーデンが設置さ
れ、地域の交流が深められます。

活動ゾーン

コミュニティガーデン

･ 改修の際は園路やトイレのユニバ
ーサルデザイン化が図られます。

自然がいっぱいの公園のイメージ
自然を見ながら歩ける通路

・崖線沿いや自然豊かな樹林地のあ
る公園における樹木が多いゾーン
は、生物多様性の向上を図り、自
然を楽しめる公園となります。
・樹木の健全な育成や地域の環境に
配慮した維持管理が行われます。

樹木が多いゾーン
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