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市民の暮らし、都市の活力を支える
都市公園の多様な機能

～都市公園のストック効果～



都市公園の主な機能

国内外からの観光客の誘致 等観光

活力 地域活性化、まちの賑わい創出 等

子育て

防災

多様な機能を引き出す工夫

環境

文化

景観

子育て支援、健康・レクリエーションの場 等

災害時の避難地、防災拠点 等

生物多様性保全、都市環境保全 等

都市のシンボルの形成、都市の風格を形成 等

歴史的な景観の伝承、文化芸能や技術の継承 等

民間事業者のノウハウを取り入れた都市公園の整備、運営 等

市民参加による都市公園の整備、管理 等

民間活力

市民参加
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観光

観光振興の拠点と
なる都市公園

石川県金沢市金沢城公園

四季折々の草花が、国内外から訪れた人々の
目を楽しませる

魅力的な施設や遊具が多くの人を惹きつける

地域の歴史資産を活かした公園が、観光客に
地域の歴史、文化を伝える

都市公園は、地域の、日本の観光資源として
経済を活性化させています

歴史的文化遺産を
後世へ

明治期に消失した金沢城三御門
が、１３４年ぶりに往事の姿を
取り戻した

北陸新幹線の開業も相まって、
石川県の観光振興の拠点になっ
ています

「日本３位」の
テーマパーク

「２０１５年日本の人気テーマ
パーク」（世界最大級の旅行口コ
ミサイト、トリップアドバイザー
公表）で都市公園としては異例の
３位を獲得しています

［金沢城公園（金沢市）］

公園は、
観光客を魅了します

国内外からここでしか見ることができない絶景を見に訪れる

［ふなばしアンデルセン公園（船橋市）］

［モエレ沼公園（札幌市）］

［国営ひたち海浜公園］

埋立処分場が、イサム・ノグチ
の設計による自然とアートが融
合した美しい公園として生まれ
変わり、多くの観光客で賑わう
場所となりました

自然とアートの融合
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活力

地域活性化、
にぎわい創出

市民が想いを込めて寄贈した本が、新
たな出会いを待っています

アウトドアライブラリー
［東遊園地（神戸市）］

周辺施設と一体となったイベント「水と緑のEvening Bar!!!」 ［新宿中央公園（東京都新宿区）］

大阪城をバックに繰り広げられた男た
ちの熱き空中バトルは多くの観客を魅
了しました

レッドブル・エックスファイターズ 大阪
［大阪城公園（大阪市）］

満月の週の土曜日にだけ公園に現れる
特別なBAR

ソムリエが注ぐワイン、近くの飲食店
から届けられる美味しい料理を目当て
に人々が集まります

満月BAR 
［西川緑道公園（岡山県）］

スポーツの
熱気に触れる

人と本が
出会う場に

満月の夜は公園に

公園は、まちに
にぎわいをもたらします

都市公園は、緑豊かなオープンスペース

たくさんの人が集まれる空間

都市公園の個性を、都市の個性に応じて発
揮すれば、まちに活力が、にぎわいが、新
たな魅力が生まれます
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都会に残された貴重な自然環
境が、子どもを育む

50近くの保育園、幼稚園から
園外保育の場としてこの公園
が選ばれています

（「森のようちえん全国ネッ
トワーク」に加盟する2団
体含む）

子育て

子育て支援、健
康・レクリエー

ションの場

保育士が常駐する子育ての駅「てくてく」 ［千秋が原南公園（新潟県長岡市）］

運動不足の解消

森のようちえん

公園は、健康で豊かな
暮らしを支えています

小学生の頃、友達と日が暮れるまで走り回った公園

大学時代、テニスサークルで通った公園

我が子を抱いてデビューした近所の公園

まだまだ若い者には負けない、健康運動で一汗流した公園

公園は、人生のあらゆる場面にそっと寄り添い、健康で豊か
な暮らしを支えています

自然の中でどろんこになりな
がら思いっきり遊べる空間が、
心身ともに豊かにします

【甲山森林公園（兵庫県）】

自由な遊びの場

［こどもの森緑地（練馬区）］

ウォーキング、ジョギング、
ストレッチ、ヨガ…

緑に囲まれた空間の中で、健
康的なライフスタイルを提供
します

［服部緑地（大阪府）］
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新潟県中越地震の際に、各地の消防部
隊などが復旧支援活動の拠点として活
用

被災地の円滑な復旧に寄与しています

防災

災害時の避難地、
防災拠点

［大国公園（神戸市）］

復興への拠点となる

被災地への救援を支援し
［国営越後丘陵公園］

［あづま総合運動公園（福島県福島市）］

避難者を受け入れ

公園は、災害から
都市を、命を守ります

火災から都市を守り

［遠野運動公園（岩手県遠野市）］

［白山運動公園（新潟県小千谷市）］

東日本大震災の際に、自衛隊等が被災地に
展開するための後方支援拠点として機能

市は防災訓練に基づき、震災発生から15分
後に冬季閉鎖中の遠野運動公園の開門を指
示し、救援部隊受け入れの準備を開始しま
した

阪神・淡路大震災、東日本大震災の際に
は、被災者が避難する場所として多くの
都市公園が使われました

阪神・淡路大震災の際に、大規模火災
の焼け止まりとなって、市街地の延焼
防止に貢献

避難地や消火・救助活動の拠点として
も機能します

都市公園は、火災発生時の延焼遮断帯となる

都市公園は、地震や津波の際の避難地、避難路と
なる

都市公園は、自衛隊などの被災地救助、復旧を行
う部隊が駐留する拠点となる

都市公園は、災害による被害を軽減するため、あ
らゆる場面で役立っています



緑の多い園内の気温は、中心市街地
より2.0～6.5℃低くなります

その涼しい空気が、市街地に涼しい
風を運び、都市のヒートアイランド
現象を緩和します

生物多様性の確保、
都市環境保全

都市を冷やす

自然の大切さを学ぶ
［国営昭和記念公園］

［富丘西公園（札幌市）］

地域固有の種を守る

公園は、生物を育み
都市環境を守ります

多様な生き物を育む

［帯広の森（帯広市）］

地域固有の種を保存することで、地域
の財産を守っている

市民の協力で、市の花日本スズランの
自生地を保全し、地域固有の植物の保
全に寄与しています

都市公園は、豊かな自然環境を保全、再生し
て多様な生物が住める環境を提供しています

貴重な自然を後世に引き継ぐため、自然の大
切さを学ぶ機会を提供しています

市街地の中で守られた緑地は、ヒートアイラ
ンド現象を緩和しています

環境

農地

［東山公園（名古屋市）］

小学校の環境学習の場として

ハイキングや自然観察の場として

子どもから大人まで、あらゆる世
代が自然の大切さを学べます

基地跡地に、30年以上の歳月を経て自然が再生され、都市の緑の核となって
多くの生物を育んでいます

公園整備前は77種だった昆虫の数は今では1,000種を超え、

オオタカが営巣し、巣立ちも確認されました

［烏川渓谷緑地（長野県）］

７
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戦後植えられたケヤキが、６０年を経過して杜の都のシンボルに

緑は、長い時間をかけて都市の風格を形成します

景観

美しく誇れる国を
子どもたちに残す
ために

［大通公園（札幌市）］

［定禅寺通緑地（仙台市）］

杜の都のシンボル

市の自慢できるもの No.1

都市のオアシス
都市の賑わい

約１．５kmに渡って続く緑の道は、札幌中心街
を構成する風景の一部となっている

あるときは市民が憩うオアシスとして、
あるときはまちに賑わいをもたらすイベント
会場として、様々な顔を見せます

公園は、
都市に風格を

もたらします

市民の7割が、四季を通
じて様々な表情を見せる
この歴史ある公園を「市
の自慢できるもの」とし
て挙げています

春の桜とつつじ

夏の新緑

秋のもみじ

冬の雪景色

長い時間をかけて都市に溶け込んだ都市公園は、
都市の景観の一部となる

歴史的資産と一体となった都市公園は、地域の
歴史的な風景を後世に伝える

都市公園は、美しく、誇れる都市を後世に遺し、
都市に風格をもたらします

［西山公園（鯖江市）］

春 夏

秋 冬



文化

歴史的な風景の伝承、
文化芸能や技術の継承

地域の歴史的資源、文化財を保存、活用

地域の文化や伝統を後世に継承

都市公園は、日本や地域の歴史・文化を将来世代
に伝えます

公園は、日本の、地域の
歴史・文化を継承します

古都の風格を守り、伝える
世界遺産「古都奈良の文化財」と、これらを取り巻く雄大で豊かな緑の自然美が
調和し、日本の古都の風格を今に伝えています

［奈良公園（奈良県）］

［一庫公園（兵庫県）］

伝統の技術を
後世に伝える

地域の伝統的な特産品である
「菊炭」の製法を、
地元の団体が継承しています

文化財を保存し、活用する

［舞子公園（兵庫県）］

［近代和風住宅（数寄屋造）の旧木下家住宅］
庭園や茶室を活用した日本の伝統文化を愉しむ和の催し物を開催

［明治期の西洋館（コロニアル様式）旧武藤山治邸］
近隣ホテルと連携したブライダル撮影を実施

歴史的建造物である国の登録文化財を保存、活用し、伝統文化を継承しています

９
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民間活力

民間のノウハウを
取り入れた公園の

整備・運営

民間事業者が、カフェ、レストラン、
こどもの遊び場、フットサルコート
などの他、芝生広場や園路も公共の
負担なく自らの資金で整備し、管理
しています。

運河の景観を活用した風光明媚な
公園に出店したスターバックス

社内のストアデザイン賞最優秀賞
を受賞し、「世界一美しいスター
バックス」として知られています

世界一美しい・・・

民間資金で整備し
管理する公園

［長井海の手公園（横須賀市）］

農と海の体験パーク

農業体験・食の体験、動物や自然
とふれあえる公園をPFI事業で整備
しています

公園は、様々な工夫で
つくられ、運営されて

います

［天王寺公園（大阪市）］

［富岩運河環水公園（富山県）］

レストラン、カフェ、水族館・・・都市公園の
個性を活かした、多様な施設が、多様な主体に
より整備、運営されている

より良い空間、より良いサービスを、より効率
的に提供していく、これからも都市公園の挑戦
は続きます

民間レストランの売上の一部が公園の魅力向上に繋がる活動に還元 ［南池袋公園（東京都豊島区）］



11

都市公園は、全国に約10万箇所

都市公園の維持管理に継続的に参加している
地域住民の団体数は、全国に約5万団体

都市公園は、多くの市民に支えられています

市民参加

市民参加による
公園の整備、管理

公園の清掃、除草など日常的な管理
を行っている公園愛護会

公園がきれいになることで、地域が
きれいになります

市民が育てた色とりどりの花が、地域に彩りを添える （広島市）

地域住民が一緒になって公園を芝生化

一緒につくれば、公園はもっと地域に
愛される公園になります

市民と一緒に
森を育てる

公園から
きれいを広げる

公園を
一緒につくる

公園は、市民がつくり
育てています

これまでに植えた苗木は約16万本

延べ4万6千人が、次世代に渡る
「豊かな森」の再生に向け、世代
を超えて汗を流しています

（横浜市）

［西品治南公園（鳥取市）］

［びわこ地球市民の森（滋賀県）］


