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1.はじめに
国土交通省国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」

と表記）では、これまで国土交通本省都市局公園緑地・
景観課と共同で、防災公園の「計画設計」に関するガ
イドラインの初版を平成11年に、改訂版を平成27
年に作成した。さらに、平成28年4月の熊本地震に
おける都市公園の管理・活用に係る教訓や知見等をも
とに、主に公園管理者を対象に平常時及び災害時に果
たすべき管理運営上の役割や対応をとりまとめ、平成
29年9月に「防災公園の計画・設計・管理運営ガイド
ライン（改訂第2版）」として、ガイドラインの再改訂
を実施し、公表している。

本稿では改めて、ガイドラインの「防災公園等の管
理運営の基本的考え方」と普及啓発用冊子「身近な公
園 防災使いこなしブック」を紹介するとともに、近年
増加している水害等への対応についても補足する。

なお、既に「公園緑地」78巻5号における「都市の
グリーンインフラを活用した防災・減災対策の推進に
関する研究」の中で関連の取組を紹介しているので併
せて参照されたい。

2.防災公園等の管理運営の基本的考え方
ガイドラインの「第Ⅳ章 防災公園等の管理運営」で

は、災害時に各種の防災公園等が求められる機能を適
切に発揮できるよう、はじめに公園管理者（行政の公
園所管部局の職員のほか指定管理者を含む）が行うべ
き管理運営の基本的な考え方を示した後、それぞれの
項目についてより詳しい解説を行っている。基本的な
考え方としては、5点を挙げており、その概要・ポイ
ントについて以下の（1）～（5）に記載する。

（1） 各防災公園等に求められる機能や位置づけを明確
にする

災害時に防災公園等に求められる機能や位置づけ
は、地域防災計画における都市全体の防災の考え方、
都市や避難圏域の状況 ､ 防災関連施設の状況 ､ 及び都
市公園等の立地や内容によって公園毎に異なる。また、
それらの役割は、時系列的に内容が異なってくる。そ
のため、公園管理者は、災害時に防災公園等に求めら

れる機能や位置づけを時間経過も考慮しつつ公園毎に
明確にしておく必要がある。

なお、都市施設の一つである防災公園は、防災機能
の全てを担うことはできず、また、地震火災だけでな
く、津波や水害も対象とした総合的な防災対策におい
て、全ての防災公園が全ての災害に対して防災機能を
備えることも難しいという前提のもと、都市全体の防
災性の向上を図ることができるよう、他の施設との間
で相互に連携を図ることが重要である。

（2）公園管理者に求められる役割を把握・整理する
一般的に大規模な地震等の災害が発生すると、行政

機関は災害対応の体制に移行し、公園部局も災害応急
活動全体のなかであらかじめ定められた役割分担を踏
まえながら、分掌事務を行う体制に移行する。その中
で、公園管理者は、公園利用者の安全確保、被災状況
調査及び災害復旧、災害時利用の全体調整、復旧工事
など、公園管理に係る震災関連業務を担うことになる。
公園管理者は、これらの災害時における対応について
あらかじめ把握するとともに、関係機関や地域住民と
の役割分担を踏まえながら、都市公園の施設管理者の
立場として、責任をもった対応が求められる。

（3） 防災公園等の管理運営に関わる関係機関や地域住
民との連携体制を構築する

防災公園等が災害時に様々な機能を発揮するには、
行政の防災関係機関や地域住民などとの役割分担・連
携が不可欠である。そのため、公園管理者、防災関係
機関、地域住民からなる組織等を含んだ全体的な体制
づくりや災害時の利用のルールづくりを検討する。

なお、指定管理者においても「公園管理者としての
責任を全うする」意識を日頃から醸成するとともに、
行政の公園所管部局と指定管理者双方の公園管理者と
しての役割分担について認識共有することが重要であ
る。

（4） 災害時の円滑な利用の観点から平常時に定期的な
施設の維持管理を行う

災害時に防災関連施設の機能を十分に発揮させるに
は、平常時のメンテナンスにおいて、他の公園施設と
も共通する安全性の観点からだけでなく、防災関連施

防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン
Guideline for planning, design and management of disaster prevention parks
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設として十分機能するかという観点からも定期的な点
検・修繕などを行うことが重要である。

なお、公園内の防災関連施設は公園部局以外の部局
（例えば備蓄倉庫は危機管理部局、耐震性貯水槽は水
道部局、マンホールトイレは下水道部局など）が設置
管理しているケースもあることから、公園管理者は公
園内の防災関連施設を誰がメンテナンスするのか、そ
の責任分担を逐一確認・把握しておく必要がある。

（5） 日頃から防災関連施設の積極的な活用や普及啓発
を図る

被災直後は、行政側の支援体制が整っていないため、
避難者等の地域住民が主体となって公園施設の実質的
な管理・運用がなされるケースが想定される。また、
災害時における「地域の防災力」を高めるために、地
域住民一人ひとりの自助・共助に対する意識を高める
ことや、日頃から地域住民や住民組織等が協働する機
会を創出し、協力体制を築いていくことも重要である。
このため、公園管理者においては、既に公園に整備さ
れている災害用マンホールトイレのイベント時の活用
や、かまどベンチを用いた炊き出し訓練等、防災関連
施設を活用したイベントを日頃から関係部局と連携し
て実施し、防災公園等の役割の普及を行うとともに、
自助・共助の重要性を啓発する場を提供することが望
ましい。

3.身近な公園 防災使いこなしブック
熊本地震の際に、地域住民が中心となり、身近な公

園を緊急避難の場や一時的な避難生活の場として利用
した例が多く確認されたことを踏まえ、地域の防災や
公園利用にかかわる地域住民の方々に、災害時の公園
の機能や利用方法、そして日ごろからの備えについて
知り、地域の更なる防災力の向上に役立ててもらうこ
とを目的として、「身近な公園 防災使いこなしブック」
を作成し、ガイドラインの参考資料として掲載した。
同ガイドブックでは、「日ごろの備え」が「災害時の行
動」に繋がっていることが分かりやすいよう、それぞ
れのポイントを交互に掲載するかたちで、3ステップ
で紹介するとともに、使いこなしポイントを踏まえ、
具体的なアクションを起こすために必要な情報も併せ
て掲載している。

4.水害等への対応
ガイドラインでは、東日本大震災を踏まえた「津波

災害への対応」として、津波による浸水想定の調査、
整理及び避難施設として築山整備の際の配置や規模、
形態に関する検討内容等を記載している。一方、ガイ
ドライン策定後も、平成30年7月豪雨、令和元年台

風15号（房総半島台風）・19号（東日本台風）、令和2
年7月豪雨等が続いており、雨の降り方が明らかに変
化していることから、地震・津波対策だけでなく水害
等への対策においても、「最悪の事態」を想定した備
えが求められている。

ハード面においては、ガイドラインでも紹介してい
る横浜国際総合競技場横の鶴見川多目的遊水地が、
ワールドカップラグビー2019大会の横浜会場であり、
その際も効果を発揮したことは記憶に新しい。また、
ソフト面では、災害発生時に求められる機能が適時適
切に発揮できるよう、津波災害や水害の被害軽減の機
能を有する公園においては、情報発信から発災までの
リードタイムを考慮し、「タイムライン（時間軸に沿っ
た防災行動計画）」の視点から、実情に応じてできる
だけ具体的にマニュアル等を作成しておくことが望ま
しいことも記載している。

5.おわりに
今回、紹介したガイドラインは、国総研ホームペー

ジ（http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/
tnn0984.htm）からダウンロード可能である。ガイ
ドラインを通じ、災害時に防災公園等が効果的に防災
機能を発揮し、地域の更なる防災力の向上に役立つこ
とを期待したい。

（緑化生態研究室長　大石智弘）

図　 身近な公園 防災使いこなしブック
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/
tnn0984pdf/ks098413.pdf
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1. はじめに

近年、各種公共事業等を効率的・効果的に行うため
に、ICT 土工をはじめとする ICT 活用工事の工種拡大
が行われるとともに、AI、IoT、ビッグデータなどの
デジタル技術の進展により、デジタル技術を用いて
人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる
DX（デジタルトランスフォーメーション）の概念がイ
ンフラ分野においても用いられつつある。

こうした中、都市公園においては、設計・施工段階
に加えて、公園ならではの維持管理運営をより効率的・
効果的に行うための新技術活用が期待され、実際に一
部の公園で実用化が進められたものや試行実験中のも
のなど様々な段階の新技術が存在している。しかしな
がら、これらの新技術について総括的な調査を行った
上で、紹介されている事例は少ない。

このため、国土技術政策総合研究所緑化生態研究室
では、都市公園におけるこれら AI や ICT 等の新技術
導入に関して、総括的な調査及びその利用状況や適用
可能性についての検討を令和2年度より始めたところ
である。

本稿では、都市公園の維持・管理及び運営分野で適
用可能と考えられる AI や ICT 等の新技術について、
文献調査、ヒアリング調査などによる結果概要を整理、
紹介することにより、これから新技術を導入しようと
している公園管理者が、どのような導入可能な新技術
があるのか、また新技術導入によりどのような課題解
決につながるかの検討に資すると考える。また、都市
公園において適用可能で推進が期待される複数の新技
術の具体事例を紹介することで新技術導入や技術開発
等につながることを期待するものである。

2. 都市公園における新技術導入に関する
事例調査

（1）調査方法
本調査は、都市公園の特徴を生かした、実際に適用

可能と考えられる新技術を対象とし、主に、公園の維
持・管理及び運営の視点を重視した。なお、新技術に
ついては、普及が進んでいない既存技術及び既存技術
の新しい利用方法を含むものとし、①公園施設管理、
②利用者実態把握、③公園情報の蓄積、提供及び発信

（PR）、④来園者へのサービス提供、⑤その他（①～④
に該当しないもの）の5つの目的で区分した。また、
調査対象分野は、都市公園事業だけではなく、都市公
園以外の公共事業（河川、道路、営繕等）や民間分野を
含むものとした。

調査項目は、技術の概要・特徴、他分野及び公園分
野での利用実績や現時点での適用段階、導入条件、維
持管理方法、導入・運用にあたってのコストとした。

対象事例数は、100事例程度とし、新技術の対象が
偏らないように、前述した5つの目的をそれぞれ10
事例以上収集することとした。

調査の方法は、ウエブサイト、学術論文、業界誌等
の文献調査を基本とした。また、調査の対象とする新
技術を抽出するために、国土交通省、経済産業省、総
務省、内閣府等で実施している新技術に関連する事業
や設置している委員会等において主に扱っている新技
術のキーワードを先に表1のとおり整理した。これら
の調査結果も用いて、文献調査を行った。
（2）調査結果

収集した104事例から、2（1）で述べた公園の維持・
管理及び運営に資する5つの目的毎に新技術の活用目
的・方法を分類したものが表2である。この結果からも、

Tomohiro OHISHI（Head of Landscape and Ecology Division, National Institute for Land and 
Infrastructure Management, MLIT）

大石 智弘　
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都市公園の運営維持管理業務において活用が期待でき
る新技術が一定程度存在することが整理された。

3. 新技術導入に関する都市公園における
実証実験

前述の調査を通じて得られた近年における都市公園
で実施した新技術の実証実験の事例を表3に示す。こ
れらは、ほとんどの場合において、公園事業主体又は
公園事業主体を含む組織が実証実験事業者を選定して
実施していた。その他、指定管理者と実証実験事業者
が協力して実施しているケースも見られた。また、導
入の目的や用いている新技術については、特定の分野
に限らず、多様なものが確認されたが、個々の技術の
導入のきっかけや実証実験から把握できた課題、また、
普及に際してネックとなることが多いコスト面の課題
を把握して整理するには至らなかった。

4. ケーススタディー調査

（1）適用可能性検討及びケーススタディー
2. で収集した個別の新技術の事例のうち表2右に示
す31事例に関し、公園での適用可能性について検討
を行った。そのうち、適用可能と判断され、推進が期
待される新技術を選定し、公園の立地・種別・規模等
を勘案し、該当する新技術の導入・運用にかかるコス

ト、利用者・公園管理者の利便性・有用性、リスク、
課題等について検討を行うケーススタディーを実施す
ることとした。選定の結果、対象とする新技術は、①

表1　関係省庁等で扱っている新技術のキーワード
大項目 小項目

ワイヤレス 5G、Wi-Fi、LPWA、NFC、ビーコン、4K・8K、無線LAN
AI AI

映像技術 AR・VR、360度カメラ、プロジェクションマッピング
ICカード ICカード
センサー センサー、サーマルセンサー、ネットワークカメラ
QRコード QRコード

ビッグデータ 携帯電話基地局データ
ソーシャルメディア YouTube

アバター アバター
アプリ アプリ

生体認証 顔認証、音声認証
クラウド クラウド

モビリティ 自動運転、超小型モビリティ
多言語翻訳 多言語翻訳
タブレット タブレット

デジタルサイネージ デジタルサイネージ
小型無人機 ドローン

地理空間情報 GIS
ロボット ロボット、チャットボット

その他
ロボットスーツ、OCR・RPA、ウェブサイト、i-Tree、

データプラットフォーム、3Dプリント
注）主に、AIやICT等に係る分野で扱われるため、個々の出典や説明は省略する。

表2　新技術の活用目的・方法を元にした分類

新技術の活用目的・方法<使用する新技術のキーワード>注1）
31

事例
注2）

①公園施設管理
1）公園管理台帳<クラウド> 1
2）市民からの通報受付におけるICT活用<アプリ> 1
3）公園巡視等ICT化<クラウド、タブレット> 1
4）公園施設点検<ドローン、AI>
5）植物管理<ドローン、AI、IoT>
6）自動芝刈<ロボット> 1
7）自動掃除<AI、ロボット、センサー、クラウド>
8）建物管理<センサー>
9）街灯の自動調光<センサー、ネットワークカメラ、LPWA>
10）空撮調査<ドローン、カメラ>
11）樹木腐朽判定装置<アプリ>
12）その他<ロボットスーツ>

②利用者実態把握
1）携帯基地局データの利用<携帯電話基地局データ> 1
2）公園内の混雑状況の把握<AI、クラウド、ネットワークカメラ> 1
3）公園内施設の利用状況<センサー、アプリ、AI、ウエブサイト> 1
4）公園内監視（ネットワークカメラ）<ネットワークカメラ> 1
5）公園内監視（AIカメラ：不審者、体調不良、迷子、ゴミ）
　<AI、5G、4K・8K、ドローン、ロボット> 1

6）人流・客層把握
　<AI、Wi-Fi、センサー、顔認証、デジタルサイネージ> 1

③公園情報の蓄積、提供及び発信（PR）
1）公園情報の発信
　<ビーコン、アプリ、多言語翻訳、ウエブサイト、LPWA、センサー> 1

2）熱中症対策・注意喚起<LPWA、センサー> 1
3）園内の自然状況・景観の提供
　<アプリ、360度カメラ、YouTube、ウエブサイト> 1

4）空撮情報の提供<ドローン> 1
5）AR・VRによるリモート配信<AR・VR、カメラ> 1
6）リモートツアー<アバター、ロボット>
7）公園検索システム（イベント情報、施設）<ウエブサイト> 1
8）その他<5G、4K・8K>

④来園者へのサービス提供
1）多言語案内<ビーコン、QRコード、アプリ、多言語翻訳> 1
2）園内交通<自動運転、超小型モビリティ、QRコード、アバター> 2
3）仮想・拡張現実の提供（VR・AR）<AR・VR、アプリ> 1
4）デジタルサイネージ<デジタルサイネージ、センサー、クラウド> 1
5）イベント等におけるICTの活用<アプリ、AR・VR> 1
6）健康促進に関するICTの利用<顔認証、AI、アプリ>
7）Wifi環境の提供<Wi-Fi、公衆無線LAN> 1
8）運動中の健康管理<センサー、ビーコン、アプリ>
9）位置情報利用による見守り<ビーコン> 1
10）ウエアラブルデバイスによるアトラクション<ビーコン>
11）プロジェクションマッピング<プロジェクションマッピング> 1

⑤その他
1）入園料金等徴収・収納業務におけるICTの活用
　<AI、QRコード、顔認証、ICカード、NFC> 2

2）受付・問合せ対応
　<AI、音声認証、チャットボット、多言語翻訳、アプリ> 1

3）OCR・RPA<OCR・RPA>
4）動植物調査<AI、センサー、アプリ>
5）生態系全般<クラウド>
6）計画・設計<GIS、ビックデータ> 1
7）樹木台帳一元化（海外事例）<i-Tree（システム）> 1
8）検温技術（コロナ対策）<センサー、サーマルセンサー、AI> 1
9）リサイクル<3Dプリント>
10）その他<AR・VR、アプリ、ビッグデータ>

注1） 上記の分類は、各事例で使われている新技術を活用目的・方法の視点で、整理し、用いられて
いるキーワードを<　>に記載したものである。

注2） 上記の複数の分類に該当する新技術の事例があった場合は、最も注目すべき分類で選定し
ているため、延べ数ではない。
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アプリによる公共施設の不具合通報、②ロボットによ
る自動芝刈り、③ QR コードによる公園内の外国語対
応、④携帯電話基地局データによる利用者実態の把握、
⑤ドローンによる現場撮影の5事例とした。

以下にこれらのうち、既に実用段階にあり都市公園
においても導入検討が期待される3つの新技術の概要
について紹介する。
（2）新技術事例の概要
①アプリによる公共施設の不具合通報

無料通話アプリを活用し、道路や公園、河川に関す
る不具合について地域住民が見つけた困り事の情報を
一つの管理システム上に集約する仕組みである。これ
らは、アプリのほか自治体 HP の専用フォームを利用し
ている事例などがあり、複数の自治体で導入済である。

従来までの電話等による対応では、住民からの公共
施設の不具合に関する情報の中には誤報やあいまいな
事柄も多く、追加の情報収集が必要な場合があり、通
報内容の整理・状況確認・担当の振分けなど後工程に

時間を要し、電話対応にかかる時間も長く、職員の負
担になっている。そのため、通報システムを導入する
ことで、画像や位置情報を含んだ情報の入手により、
迅速・正確な対応を可能とし、劣化や損傷を早期に把
握し対応することで、公園利用者の安全性を高めると
ともに、公園管理者の情報再確認や電話対応等の業務
負荷を軽減することが可能となる。
②自動芝刈り機

建設工事や施設管理に関連するロボットの開発が進
み、作業の正確性や効率の向上、人件費の削減等を目
的として、工事・管理等にロボットが導入されている。

自動芝刈り機は、ワイヤーに囲まれた範囲を自走し
ながら、自動で芝を刈るロボットであり、人力による
芝刈りの課題（労力、天候、狭隘地や斜面での安全性
確保等）に対応し、緑地管理における人手不足や管理
コストの改善につなげることができる。バッテリーの
残量が少なくなると自動的に充電ステーションに戻る
ため、管理者の作業も少なくてすむ。

表3　都市公園における新技術導入に関する実証実験の事例

No. 場所（公園事業主体） テーマ等 内容 実施年度
（予定を含む）

1
国営平城宮跡歴史公園 
（国土交通省国営飛鳥

歴史公園事務所）

国営平城宮跡歴史公園 
パークスマートチャレンジ

・自動運転車を活用した無人タクシーサービス

令和元年度

・自動運転車・パーソナルモビリティ・シェアバイクを複合的に活用したモビリティサービス
・VR技術やモビリティ（自動運転）を活用した歴史体験・解説サービス
・AR技術を活用した歴史体験・解説サービス
・ポータルアプリやデジタルサイネージを活用した情報受発信
・プログラミング教室を活用したドローン技術に係る人材育成
・クラウド等を活用した公園施設管理台帳システム
・モビリティ（自動運転）やドローン等で取得される画像データ活用したAI画像解析によるインフラメン

テナンス
・ドローンを用いた空撮によるデータ取得　・ネストソリューションによる自動離発着
・カメラで得られる画像等を活用したAI人流解析
・各実験で取得されるデータの収集・統合・分析等を行うデータプラットフォーム

2
うめきた外庭SQUARE 

（独立行政法人都市再
生機構）

（仮称）うめきた2期地区開発事業で
展開する「みどり」と「イノベーション」の
融合したまちづくりに向けたトライアル

・AIカメラを用いた屋外環境における人流・属性・特定行動検知実証

令和２年度
・パーソナルモビリティ実証 
・遠隔コミュニケーション型ロボット実証
・遠隔緑地管理システム実証

3 千葉市動物公園 
（千葉市）

来園者情報の収集・分析 ・カメラで収集した画像データから、来園者の特徴をAIが収集・分析

令和２年度

アプリを活用した情報配信の実証実験・千葉市動物公園公式アプリケーション「ZooFull（ズーフル）」からお得なクーポンやスタンプを配信
し、来園を促進

オンライン動物園 ・臨時休園中の園内の様子を自動運転ロボに搭載した３６０度カメラを使用し、自動走行や遠隔操
縦によりライブ配信する「オンライン動物園」を開設

「オンライン動物園」の走行したルートを
実体験

・緊急事態宣言下の令和2年5月に実施した「オンライン動物園」で自動運転ロボが走行したルート
の自動運転を体験し、動物ガイドを聞きながら学ぶ新しい試み

4 日比谷公園〈第一花壇〉 
（東京都） ロボット芝刈機の実証実験 ・大型公園におけるロボット芝刈機の利用可能性検討及び公園維持管理事業との適性検討 令和元

～２年度

5 久屋大通公園 
（名古屋市）

公園整備運営事業において「安心安全
な街づくり」の実現に向けた検証

・AIによる映像解析データの安心安全な街づくりへの利活用
令和２年度

・来園者の匿名・統計位置情報データのマーケティングへの利活用

6

万博記念公園 
（大阪府）

大阪における実証事業の推進

・自動運転用画像認識システムの実証
令和元年度

・来園者等の利便性や満足度向上に繋がる次世代モビリティサービス等の実証

大阪城公園 
（大阪市）

・超小型電動モビリティ用ワイヤレス充電システムに関する実証
平成30年度・ドローンを用いた画像解析システムに関する実証

・次世代型低速自動走行モビリティサービスの実証
7 芦屋市の公園（芦屋市） 公園レンタルのクラウドサービスの検証 ・公園情報プラットフォームを用いて公園レンタルにかかる各種申請のオンライン化 令和元年度

8 新沢千塚古墳群公園 
（橿原市） 公園混雑度見える化サービスの検証 ・複合遊具やシルクの杜（トレーニングルーム、温浴施設、更衣室、浴場）の混雑度を赤外線センサー

により計測し、リアルタイム（自動更新：1分）に情報提供 令和２年度

9 今津運動公園 
（福岡市）

LoRaWANを活用した暑さ指数の取得
による熱中症対策 ・暑さ指数の把握、及び取得した情報の効果的な活用を目指した実証実験 令和元年度
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アプリによる公共施設の不具合通報、②ロボットによ
る自動芝刈り、③ QR コードによる公園内の外国語対
応、④携帯電話基地局データによる利用者実態の把握、
⑤ドローンによる現場撮影の5事例とした。

以下にこれらのうち、既に実用段階にあり都市公園
においても導入検討が期待される3つの新技術の概要
について紹介する。
（2）新技術事例の概要
①アプリによる公共施設の不具合通報

無料通話アプリを活用し、道路や公園、河川に関す
る不具合について地域住民が見つけた困り事の情報を
一つの管理システム上に集約する仕組みである。これ
らは、アプリのほか自治体 HP の専用フォームを利用し
ている事例などがあり、複数の自治体で導入済である。

従来までの電話等による対応では、住民からの公共
施設の不具合に関する情報の中には誤報やあいまいな
事柄も多く、追加の情報収集が必要な場合があり、通
報内容の整理・状況確認・担当の振分けなど後工程に

時間を要し、電話対応にかかる時間も長く、職員の負
担になっている。そのため、通報システムを導入する
ことで、画像や位置情報を含んだ情報の入手により、
迅速・正確な対応を可能とし、劣化や損傷を早期に把
握し対応することで、公園利用者の安全性を高めると
ともに、公園管理者の情報再確認や電話対応等の業務
負荷を軽減することが可能となる。
②自動芝刈り機

建設工事や施設管理に関連するロボットの開発が進
み、作業の正確性や効率の向上、人件費の削減等を目
的として、工事・管理等にロボットが導入されている。

自動芝刈り機は、ワイヤーに囲まれた範囲を自走し
ながら、自動で芝を刈るロボットであり、人力による
芝刈りの課題（労力、天候、狭隘地や斜面での安全性
確保等）に対応し、緑地管理における人手不足や管理
コストの改善につなげることができる。バッテリーの
残量が少なくなると自動的に充電ステーションに戻る
ため、管理者の作業も少なくてすむ。

表3　都市公園における新技術導入に関する実証実験の事例

No. 場所（公園事業主体） テーマ等 内容 実施年度
（予定を含む）

1
国営平城宮跡歴史公園 
（国土交通省国営飛鳥

歴史公園事務所）

国営平城宮跡歴史公園 
パークスマートチャレンジ

・自動運転車を活用した無人タクシーサービス

令和元年度

・自動運転車・パーソナルモビリティ・シェアバイクを複合的に活用したモビリティサービス
・VR技術やモビリティ（自動運転）を活用した歴史体験・解説サービス
・AR技術を活用した歴史体験・解説サービス
・ポータルアプリやデジタルサイネージを活用した情報受発信
・プログラミング教室を活用したドローン技術に係る人材育成
・クラウド等を活用した公園施設管理台帳システム
・モビリティ（自動運転）やドローン等で取得される画像データ活用したAI画像解析によるインフラメン

テナンス
・ドローンを用いた空撮によるデータ取得　・ネストソリューションによる自動離発着
・カメラで得られる画像等を活用したAI人流解析
・各実験で取得されるデータの収集・統合・分析等を行うデータプラットフォーム

2
うめきた外庭SQUARE 

（独立行政法人都市再
生機構）

（仮称）うめきた2期地区開発事業で
展開する「みどり」と「イノベーション」の
融合したまちづくりに向けたトライアル

・AIカメラを用いた屋外環境における人流・属性・特定行動検知実証

令和２年度
・パーソナルモビリティ実証 
・遠隔コミュニケーション型ロボット実証
・遠隔緑地管理システム実証

3 千葉市動物公園 
（千葉市）

来園者情報の収集・分析 ・カメラで収集した画像データから、来園者の特徴をAIが収集・分析

令和２年度

アプリを活用した情報配信の実証実験・千葉市動物公園公式アプリケーション「ZooFull（ズーフル）」からお得なクーポンやスタンプを配信
し、来園を促進

オンライン動物園 ・臨時休園中の園内の様子を自動運転ロボに搭載した３６０度カメラを使用し、自動走行や遠隔操
縦によりライブ配信する「オンライン動物園」を開設

「オンライン動物園」の走行したルートを
実体験

・緊急事態宣言下の令和2年5月に実施した「オンライン動物園」で自動運転ロボが走行したルート
の自動運転を体験し、動物ガイドを聞きながら学ぶ新しい試み

4 日比谷公園〈第一花壇〉 
（東京都） ロボット芝刈機の実証実験 ・大型公園におけるロボット芝刈機の利用可能性検討及び公園維持管理事業との適性検討 令和元

～２年度

5 久屋大通公園 
（名古屋市）

公園整備運営事業において「安心安全
な街づくり」の実現に向けた検証

・AIによる映像解析データの安心安全な街づくりへの利活用
令和２年度

・来園者の匿名・統計位置情報データのマーケティングへの利活用

6

万博記念公園 
（大阪府）

大阪における実証事業の推進

・自動運転用画像認識システムの実証
令和元年度

・来園者等の利便性や満足度向上に繋がる次世代モビリティサービス等の実証

大阪城公園 
（大阪市）

・超小型電動モビリティ用ワイヤレス充電システムに関する実証
平成30年度・ドローンを用いた画像解析システムに関する実証

・次世代型低速自動走行モビリティサービスの実証
7 芦屋市の公園（芦屋市） 公園レンタルのクラウドサービスの検証 ・公園情報プラットフォームを用いて公園レンタルにかかる各種申請のオンライン化 令和元年度

8 新沢千塚古墳群公園 
（橿原市） 公園混雑度見える化サービスの検証 ・複合遊具やシルクの杜（トレーニングルーム、温浴施設、更衣室、浴場）の混雑度を赤外線センサー

により計測し、リアルタイム（自動更新：1分）に情報提供 令和２年度

9 今津運動公園 
（福岡市）

LoRaWANを活用した暑さ指数の取得
による熱中症対策 ・暑さ指数の把握、及び取得した情報の効果的な活用を目指した実証実験 令和元年度
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③ QR コードによる公園内の多言語対応
外国人利用者の満足度向上を目指すために、多言語

対応の環境整備を図る必要がある。
現状では、公園管理者が常駐していない場合、公園

を訪れた外国人に対して適切な案内ができない。また、
既設看板の場合、スペースの関係から外国語を新たに
表示することが難しい、又は記載できる外国語の種類
が限られるなどの問題が存在する。そのため、QR コー
ドを用いて、多国籍の外国人へ母国語での案内を提供
することで、訪日外国人旅行者等の安全・安心な公園
利用を実現し、利用者満足度を向上させることが可能
となる。

図1のシステムは、国土交通省近畿地方整備局で開
発され、現在、神戸市で運用を行っている Smart 
Guidance である。道案内的な利用が主ということで
あるが、施設案内も可能であり、大規模公園等におけ
る導入検討も期待される。

図1　Smart Guidance全体イメージ1）

（3）ケーススタディー結果についての課題
整理した項目のうち、①コスト、についてはイニシャ

ルコスト、ランニングコストをそれぞれ開発企業から

のヒアリングにより想定して算出したが、普及が進む
ことや導入規模が大きくなること、年数が長くなるこ
とによるスケールメリットを十分に考慮した設定は困
難であった。また、②利便性・有用性、③想定される
リスクや課題、については、現場で十分に活用してか
ら把握できることも多く、導入にあたって解決したい
公園管理者側の課題も様々であることから十分整理す
るには至らなかったことが今後の課題である。

5. おわりに

インフラ分野の中で都市公園は AI や ICT 等の新技
術導入が遅れていると言われることが多いが、実際に
は、特に維持管理運営の場面で活用できる場面が多く
なると期待されることが今回の調査でもわかった。

一方、実証実験止まりでなかなか普及が進んでいな
いことや公園管理者側と技術開発側のニーズとシーズ
のマッチングが必ずしも円滑に行われていないことを
ヒアリングで把握することができた。

今回の調査は、総括的な調査として、都市公園にお
ける新技術導入の可能性とその整理を行うために実施
したものであるが、公園管理者の現場が抱えている課
題や、新技術に対するニーズの把握が十分行えなかっ
たことから、引き続き調査研究を行うこととしており、
早期に適用可能で効果的・効率的な都市公園の維持・
管理及び運営に結び付くものや、有望ではあるが課題
解決やマニュアル化が必要なものなどを選定し、現場
での試行実験等も念頭に詳細に調査を実施する必要が
ある。

また、調査にあたってあらかじめ新技術の導入目的
を①公園施設管理、②利用者実態把握、③公園情報の
蓄積、提供及び発信（PR）、④来園者へのサービス提
供として整理していたが、実際の維持管理運営業務と
調査結果を踏まえ再度、精査した上で、整理する予定
である。

参考文献
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2.1 ～ 2.3に掲載した文献の出典は以下のとおりである。（掲載順に列挙） 

 

2.1 論文・技術報告 

1) 岩本一将・大石智弘(2021)，ロッテルダムにおける公共空間整備の実施体制と合意形成

手法- Water Square Benthempleinの整備に着目して，第 63回土木計画学研究発表会・

春大会, 1-7 

2) 岩本一将 (2021)，水戸市の部局間連携にみる弘道館・水戸城跡周辺地区の一体的な空

間整備，日本建築学会技術報告集，第 27巻第 67号：1452-1457 

3) 飯塚康雄・大石智弘(2021)，地域生態系の保全に配慮したのり面緑化における植生遷移

と目標設定，第 34回日本道路会議論文集（HP） 

 

2.2 学会・シンポジウム要旨 

4) 飯塚康雄(2021)，倒伏危険性の高い街路樹の診断結果と精度検証，樹木医学会第 26回

大会 要旨集，28 

5) 岩本一将・大石智弘・舟久保敏・西村亮彦(2021)，道路空間再構築の実現に向けた計画・

設計手法，日本道路協会，1-2 

6) 大石智弘・守谷・舟久保(2021)，東日本大震災からの復興に係る公園緑地の整備･利活

用－３０の整備事例－，公益社団法人日本造園学会 2021年度全国大会, C060 

7) 金甫炫・大石智弘(2021)，都市における緑農環境保全・活用の計画・実現手法に関する

調査研究，公益社団法人日本造園学会 2021年度全国大会, D040 
 

2.3 雑誌・特集記事等 

8) 大石智弘(2021)，自然災害に対して緑とオープンスペースがこれまで果たした役割と今

後の展開，造園修景，154, 6-8 
9) 山岸 裕・大石智弘 (2021)，都市公園分野における新技術の導入に向けた動き，土木

技術資料，63(6)，44-47 

10) 岩本一将(2021)，海外における質の高い公共デザインの取組体制-国内の質の高い公共

デザインの取組促進に向けた研究から-，土木技術資料，63(12)，52-53 

11) 金甫炫(2022)，グリーンインフラの機能評価手法の事例と実装に向けた課題，土木技術

資料，64(1)，62-63 

12) 飯塚康雄・大石智弘(2022)，街路樹における根上りの発生実態と要因，土木技術資料，

64(3), 34-37 
13) 大石智弘(2021)，防災公園の計画・設計・管理運営ガイドライン，公園緑地，81(5)，58-59 

14) 金甫炫(2021)，都市農地等の活用とその機能発揮を促すための事例紹介資料について，

公園緑地，82(1)，40-43 

15) 大石智弘(2021)，都市公園における AI や ICT 等の新技術導入の動き，公園緑地，82(2)，

9-12 

16) 飯塚康雄(2022)，街路樹の持続可能な目標設定と管理方法，樹木医学研究，26(1)，30-35 
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刊行資料（過去 5年間） 

緑化生態研究室で行った技術開発・調査研究の成果をまとめた資料の内、過去 5 年間分

を掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2000 年度からの緑化生態研究室刊行の資料一覧と 2005 年度からの「国土技術政策総合
研究所資料」（2004 年度以前については一部）を、以下に掲載しております。 
緑化生態研究室ホームページ「研究成果」（http://www.nilim.go.jp/lab/ddg/seika.html） 

 
各施策・事業実施の基礎資料として、またその他研究の参考として活用していただけ

れば幸いです。 
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国土技術政策総合研究所資料 

 

巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月 

1203 まちづくりに資する「優れ

た公共デザイン」の実現

手法に関する手引き

（案） 

本手引きは、優れた公共デザイン

の取組に着目し、各事業に関わった

ステークホルダーの役割等を分析し

た上で、優れた公共デザインを実現

するためのポイントを取りまとめたもの

である 

岩本  一将，

舟久保  敏，

西村  亮彦，

大石 智弘 

公共空間、公共デザイ

ン、景観、まちづくり、合

意形成 

2022/3 

1192 都市公園における子育

て支援機能導入手法に

関する技術資料 

本資料は、社会ニーズの変化に対

応した都市公園における子育て支援

機能に着目し、それらの機能を導入

するにあたり、都市公園に期待される

役割及び提供すべき場を体系的に整

理し、先進事例調査を通じてこれらの

機能を備えた施設及び取組の分類、

事業を進める際の基本的なポイント及

び留意事項の抽出を行ったものであ

る。 

山岸  裕、舟

久保  敏、大

石 智弘 

少子高齢化、都市公

園、子育て支援、ハード

／ソフト対策 

2022/3 

1176 都市公園における高齢

者の健康づくり機能導入

手法に関する技術資料 

本資料は、社会ニーズの変化に対

応した都市公園における高齢者の健

康づくり機能に着目し、それらの機能

を導入するにあたり、都市公園に期待

される役割及び提供すべき場を体系

的に整理し、先進事例調査を通じてこ

れらの機能を備えた施設及び取組の

分類、事業を進める際の基本的なポ

イント及び留意事項の抽出を行ったも

のである。 

山岸  裕、舟

久保  敏、大

石 智弘 

少子高齢化、都市公

園、高齢者の健康づく

り、ハード／ソフト対策 

2021/12 

1166 国土交通省国土技術政

策総合研究所 

緑化生態研究室報告書 

第36 集 

令和2年度に緑化生態研究室が実

施した、以下のテーマに基づく研究の

成果報告である。 

・樹木の管理と更新に関する研究 

・生物多様性の確保に関する研究 

・良好な景観の形成に関する研究 

・公共空間の分析と計画に関する研

究 

緑化生態研

究室 

緑化、生物多様性、景

観、都市計画 

2021/7 

1126 

国土交通省国土技術政

策総合研究所 

緑化生態研究室報告書 

第35集 

令和元年度に緑化生態研究室が

実施した、以下のテーマに基づく研

究の成果報告である。 

・樹木の管理と更新に関する研究 

・生物多様性の確保に関する研究 

・良好な景観の形成に関する研究 

・公共空間の分析と計画に関する研

究 

緑化生態研

究室 

緑化、生物多様性、景

観、都市計画 

 2020/9 
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巻号 表  題 概    要 著者名 キーワード 発行年月 

1113 

生物多様性の確保に結

び付くみどりのまちづくり

の実現に向けた 市民参

加生き物調査の実践・活

用ガイド 

都市において生物多様性の確保

に向けた効果的な取組を推進するに

は、実際の生物の生息・ 生育状況に

関するデータをもとに、生物の生息・

生育の場となる緑地環境の保全・創

出を計画的に 進めることが肝要であ

る。 

本ガイドは、自治体における生物

多様性に配慮したみどりのまちづくり

を支援するため、自治体 が市民と協

働で行う生物調査である「市民参加生

き物調査」について、その基本的な考

え方と効果 的な実践方法、緑地保全

施策への活用の仕方を解説したもの

である。 

益子美由希・

守谷修・舟久

保敏 

都市の生物多様性、生

物調査、市民参加、緑

地保全 

2020/6 

 

1094 

鳥類の良好な生息場の

創出のための河川環境

の整備・保全の考え方 

国土技術政策総合研究

所資料（第1094号 2020

年2月）・土木研究所資

料（第4395号  2020年2

月） 

本書は、主に河川管理者が河川に

おいて多自然川づくりや自然再生事

業を通じて鳥類の生息場への配慮を

行う際や、河川や流域において環境

保全方針を策定し取組を実施する際

に参照できる資料となるよう、鳥類の

河川環境の利用の仕方や、それを踏

まえて河川環境の整備・保全を行う際

の配慮方法についてとりまとめたもの

である。 

益子美由希・

舟久保敏・田

和康太・鶴田 

舞・中村圭吾 

河川、鳥類、保全、環境

管理、自然再生 

2020/2 

1083 

国土交通省国土技術政

策総合研究所 

緑化生態研究室報告書 
第34集 

平成 30 年度に緑化生態研究室

が実施した、以下のテーマに基づく研

究の成果報告である。 

・樹木の管理と更新に関する研究 

・生物多様性の確保に関する研究 

・良好な景観の形成に関する研究 

・公共空間の分析と計画に関する研

究 

緑化生態研

究室 

緑化、生物多様性、景

観、都市計画 

2019/10 

1059 

街路樹の倒伏対策の手

引き 第2版 

本手引きは、街路樹の倒伏・落枝

の発生要因を明らかにすることで、道

路緑化の設計、施工、維持管理の各

段階において倒伏・落枝の発生を抑

制するための緑化方法をとりまとめた

ものである。また、倒伏・落枝を未然

に防止するために位置づけられる点

検・診断方法についても、道路管理

者の対策事例を含めて整理を行っ

た。 

飯塚康雄・舟

久保敏 

道路緑化、街路樹、倒

伏・落枝、点検、診断 

2019/2 

1050 

わが国の街路樹 Ⅷ 本資料は、平成 29 年 3 月 31 

日現在供用されている道路に植栽さ

れている樹木について、国土交通省

各地方整備局、北海道開発局、沖縄

総合事務局、地方公共団体、高速道

路会社に対し実施した調査結果を基

に、樹木の本数、樹種、樹木タイプ別

等に集計を行い、全国の街路樹の動

向等をまとめたものである。 

飯塚康雄・舟

久保 敏 

街路樹、樹種、樹木タイ

プ、統計 

 2018/11 
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1113 

生物多様性の確保に結

び付くみどりのまちづくり

の実現に向けた 市民参

加生き物調査の実践・活

用ガイド 

都市において生物多様性の確保

に向けた効果的な取組を推進するに

は、実際の生物の生息・ 生育状況に

関するデータをもとに、生物の生息・

生育の場となる緑地環境の保全・創

出を計画的に 進めることが肝要であ

る。 

本ガイドは、自治体における生物

多様性に配慮したみどりのまちづくり

を支援するため、自治体 が市民と協

働で行う生物調査である「市民参加生

き物調査」について、その基本的な考

え方と効果 的な実践方法、緑地保全

施策への活用の仕方を解説したもの

である。 

益子美由希・

守谷修・舟久

保敏 

都市の生物多様性、生

物調査、市民参加、緑

地保全 

2020/6 

 

1094 

鳥類の良好な生息場の

創出のための河川環境

の整備・保全の考え方 

国土技術政策総合研究

所資料（第1094号 2020

年2月）・土木研究所資

料（第4395号  2020年2

月） 

本書は、主に河川管理者が河川に

おいて多自然川づくりや自然再生事

業を通じて鳥類の生息場への配慮を

行う際や、河川や流域において環境

保全方針を策定し取組を実施する際

に参照できる資料となるよう、鳥類の

河川環境の利用の仕方や、それを踏

まえて河川環境の整備・保全を行う際

の配慮方法についてとりまとめたもの

である。 

益子美由希・

舟久保敏・田

和康太・鶴田 

舞・中村圭吾 

河川、鳥類、保全、環境

管理、自然再生 

2020/2 

1083 

国土交通省国土技術政

策総合研究所 

緑化生態研究室報告書 
第34集 

平成 30 年度に緑化生態研究室

が実施した、以下のテーマに基づく研

究の成果報告である。 

・樹木の管理と更新に関する研究 

・生物多様性の確保に関する研究 

・良好な景観の形成に関する研究 

・公共空間の分析と計画に関する研

究 

緑化生態研

究室 

緑化、生物多様性、景

観、都市計画 

2019/10 

1059 

街路樹の倒伏対策の手

引き 第2版 

本手引きは、街路樹の倒伏・落枝

の発生要因を明らかにすることで、道

路緑化の設計、施工、維持管理の各

段階において倒伏・落枝の発生を抑

制するための緑化方法をとりまとめた

ものである。また、倒伏・落枝を未然

に防止するために位置づけられる点

検・診断方法についても、道路管理

者の対策事例を含めて整理を行っ

た。 

飯塚康雄・舟

久保敏 

道路緑化、街路樹、倒

伏・落枝、点検、診断 

2019/2 

1050 

わが国の街路樹 Ⅷ 本資料は、平成 29 年 3 月 31 

日現在供用されている道路に植栽さ

れている樹木について、国土交通省

各地方整備局、北海道開発局、沖縄

総合事務局、地方公共団体、高速道

路会社に対し実施した調査結果を基

に、樹木の本数、樹種、樹木タイプ別

等に集計を行い、全国の街路樹の動

向等をまとめたものである。 

飯塚康雄・舟

久保 敏 

街路樹、樹種、樹木タイ

プ、統計 

 2018/11 
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1049 

国土交通省国土技術政

策総合研究所 

緑化生態研究室報告書 

第33集  

平成29年度に緑化生態研究室が

実施した、以下のテーマに基づく研

究の成果報告である。  

・樹木の管理と更新に関する研究  

・生物多様性の確保に関する研究  

・良好な景観の形成に関する研究  

・公共空間の分析と計画に関する研

究 

緑化生態研

究室 

緑化、生物多様性、景

観、都市計画 

 2018/11 

1036 

防災系統緑地の計画手

法に関する技術資料 

－都市の防災性向上に

向けた緑の基本計画等

の策定に係る解説書－ 

本書は、今後南海トラフ巨大地震

等の大規模地震の切迫性や気候変

動に伴う水害・土砂災害の災害リスク

の増大が指摘されているなか、都市

の防災性の向上を一層推進するた

め、防災公園等の都市公園のみなら

ず、道路・河川・学校等の公共緑地や

樹林地等の民有緑地を含めた「防災

系統緑地」全体を対象とした総合的な

計画手法を示した技術資料としてとり

まとめたものである。 

緑化生態研

究室 

国土強靭化、防災・減

災、緑の基本計画、グリ

ーンインフラ 

 2018/6 

1029 

道路空間再編・利用事

例集 

近年、都市を取り巻く社会情勢が

大きく変化する中、市街地の道路に

ついて、幅員再構成や面的再構築、

多目的利用等を通じた道路空間再

編・利用の取り組みによる、地域づくり

の推進が求められている。 

 本資料は、道路空間の再編・利用を

検討する上での参考資料として、全

国から100件の取り組み事例を収集

し、類型・整理を行うとともに、各事業

の参照すべきポイントを示しながら、

事業の概要、整備前後の変化、背

景・目的、実施体制、整備内容、関連

事業、事業効果等の情報を整理した

ものである。 

西村亮彦・木

村優介・栗原

正夫・舟久保

敏 

 

道路空間再編、道路空

間再構築、道路空間の

利活用、空間再配分、

マネジメント 

2018.3 

1026 

まちなかにおける道路空

間再編のデザインガイド 

近年、市街地における道路空間に

ついて、地域づくりの観点から沿道の

施設や地域活動、公共交通サービス

等と連携した公共空間としての機能

拡充・質的向上が求められている。 

本資料は、市街地における道路空

間の機能拡充・質的向上に効果的な

デザイン事例を機能・空間形態別の

デザインパターン毎に整理し、市街地

における人間本位の道路デザインの

基本的な考え方、及び各デザインパ

ターンの採用にあたり留意すべき計

画・設計上の技術的事項を、パース

や図面を用いながら分かりやすく解説

したものである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

西村亮彦・舟

久保敏 

道路空間再編、道路空

間再構築、空間再配

分、道路デザイン、デザ

インパターン 

2018.3 

1014 

在来野草の緑化利用に

関する技術資料 

本資料は、地域生態系に配慮した

緑化を進めるため、緑化植物として望

ましい在来種を選定し情報を整理し

たリストを作成するとともに、市場に流

通していない種については簡便に採

取・生産する方法を検討するため、種

子採取、発芽試験、播き出し試験を

行い、発芽特性及び生育特性を調査

した結果を取りまとめたものである。 

武田ゆうこ・山

岸裕・栗原正

夫 ・ 舟 久 保 

敏 

地域生態系、在来野

草、緑化、発芽特性、種

子生産 

2018.2 

－ 107 －
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1010 

河川管理者のための外

来植物防除対策解説書

（案） 

本資料は、平成26～28年度にかけ

て実施した「河川管理による外来植物

の分布拡大抑制に関する調査」の結

果をもとに、河川管理者が外来植物

防除対策を実施するに際し参考とな

る技術的知見を解説する資料としてと

りまとめたものである。 

山岸裕・栗原 

正夫・畠瀬頼

子・舟久保敏 

河川、外来植物、外来

植物防除対策、解説書 

2018.2 

1009 

地域づくりを支える道路

空間再編の手引き（案） 

市街地の道路が持つ公共空間とし

ての多様な機能が見直される中、道

路空間の整備について、沿道の施設

や地域活動、公共交通サービス等と

の連携を通じ、景観形成や地域振興

も視野に入れた総合的な地域づくり

へと効果的に結び付けることが求めら

れている。本資料は、道路空間再編

を計画・実施する上での参考資料とし

て、道路空間再編を実践する上での

留意事項を事業の段階別に整理する

とともに、参照すべき点が多い国内外

のベストプラクティスについて、ポイン

トとなる事項を解説したものである。 

西村亮彦・栗

原正夫・舟久

保敏 

道路空間再編、道路空

間の利活用、ストリート・

マネジメント、空間再配

分、公共空間 

2018.2 

987 

国土交通省国土技術政

策総合研究所 緑化生

態研究室報告書 第32

集 

平成28年度に緑化生態研究室が

実施した、以下のテーマに基づく研

究の成果報告である。  

・樹木の管理と更新に関する研究  

・生物多様性の確保に関する研究  

・良好な景観の形成に関する研究  

・公共空間の分析と計画に関する研

究 

緑化生態研

究室 

緑化、生物多様性、景

観、都市計画 

2017.9 

984 

防災公園の計画・設計・

管理運営ガイドライン

（改訂第2版） 

本資料は、災害時に避難地・避難

路や防災活動拠点等として機能する

都市公園（防災公園）の効率的な整

備促進及び効果的な管理運営のた

め、防災公園の計画・設計・管理運営

の方法について、主に行政機関の公

園担当者に利用されることを念頭にと

りまとめたものである。現行の「防災公

園の計画・設計に関するガイドライン

（案）（平成27年9月改訂版）」につい

て、平成28年熊本地震における都市

公園の利用実態等を踏まえ、管理運

営面の内容の充実化に向けた再改訂

を検討した。 

国土交通省 

都市局  公園

緑 地 ・ 景 観

課、国土交通

省  国土技術

政策総合研

究所  社会資

本マネジメント

研究センター 

緑化生態研

究室 

防災公園、公園計画、

公園設計、公園管理運

営 

2017.9 

972 

河川管理における外来

植物防除に関するアン

ケート調査 

本資料は、全国の国土交通省地方

整備局及び北海道開発局の河川事

務所における外来植物防除の現状を

把握し、より効果的な外来種防除対

策に役立てることを目的に、国土交通

省水管理・国土保全局河川環境課の

協力のもと、平成27年8月に実施した

外来植物防除に関するアンケート調

査の結果をとりまとめたものである。 

山岸裕・栗原

正夫・舟久保 

敏 

河川、外来植物、外来

植物防除対策、アンケ

ート調査 

2017.5 

 

－ 108 －




