
 

 

 

 

•
•
•

 

 

  

  

  

 

H28  
2,466  

89.9%   

 

  

 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 



  

  

  



  

  

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

21  



 

 

25 3  

 
 

 

PR 

 

 

 
 



16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

民間企業 7 31 33 29 30 37 38

外郭団体 3 8 26 28 30 33 28 28

NPO法人 1 1 1

任意団体 4 4 4 4 4 4

（小計） 3 15 61 65 63 68 70 71

NPO法人 1 1 1 1 1 7

任意団体 10 10 10 10 10 4

（小計） 11 11 11 11 11 11

外郭団体 1 1 5 5 5 5

3 15 73 77 79 84 86 87

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

民間企業 38 39 54 56 60 60 59

外郭団体 28 28 16 18 19 20 20

NPO法人 1 1 1 1 1 1 1

任意団体 4 4 4 4 4 4 4

（小計） 71 72 75 79 84 85 84

NPO法人 7 7 7 7 7 7 7

任意団体 4 4 4 4 4 4 4

（小計） 11 11 11 11 11 11 11

外郭団体 5 5 5 5 5 5 5

87 88 91 95 100 101 100

公園施設への指定管理者制度導入状況

動物園

年度（平成）

施設数合計

年度（平成）

公
募

公
園

非
公
募

公
園

公
募

非
公
募

動物園

施設数合計

資料２



区名 公園及び公園施設名 指定管理者名 業種
1 馬場花木園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
2 入船公園 (株)日産クリエイティブサービス 民間企業
3 潮田公園 (株)日産クリエイティブサービス 民間企業
4 東寺尾一丁目ふれあい公園 (株)日産クリエイティブサービス 民間企業
5 平安公園プール (株)協栄 民間企業
6 岸谷公園プール (株)協栄 民間企業
7 三ツ沢公園（体育館を除く。） 横浜市緑の協会・体育協会グループ 外郭団体
8 神の木公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
9 台町公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業

10 菅田町赤坂公園 （株）春峰園 民間企業
11 白幡仲町公園プール オーエンスグループ 民間企業
12 六角橋公園プール オーエンスグループ 民間企業
13 西 岡野公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
14 本牧山頂公園 横浜植木㈱ 民間企業
15 本牧市民公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
16 本牧臨海公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
17 港の見える丘公園【山手１１１番館・イギリス館】 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
18 元町公園【山手２３４番館・エリスマン邸・ベーリックホール】 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
19 元町公園プール 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ 民間企業
20 元町公園弓道場 横浜市弓道協会 任意団体
21 山手イタリア山庭園【外交官の家・ブラフ18番館】 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
22 山手公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
23 日ノ出川公園 横浜緑地(株) 民間企業
24 根岸森林公園 横浜植木㈱ 民間企業
25 こども植物園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
26 清水ケ丘公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
27 弘明寺公園プール 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ 民間企業
28 中村公園プール 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ 民間企業
29 日野中央公園 日野中央スマイリングパートナー 民間企業
30 野庭中央公園プール 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ 民間企業
31 児童遊園地 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
32 常盤公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
33 常盤公園弓道場 横浜市弓道協会 任意団体
34 川辺公園プール オーエンスグループ 民間企業
35 今井の丘公園 アライグリーン株式会社 民間企業
36 今川公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
37 南本宿公園分区園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
38 大貫谷公園プール オーエンスグループ 民間企業
39 鶴ケ峰本町公園プール オーエンスグループ 民間企業
40 南本宿第三公園 横浜植木㈱ 民間企業
41 岡村公園 横浜緑地(株) 民間企業
42 新杉田公園 新杉田スマイリングパートナー 民間企業
43 洋光台南公園プール (株)協栄 民間企業
44 芦名橋公園プール (株)協栄 民間企業
45 磯子腰越公園プール (株)協栄 民間企業
46 森町公園プール (株)協栄 民間企業
47 長浜公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
48 富岡総合公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
49 富岡総合公園アーチェリー場 横浜アーチェリーとみどりの会 任意団体
50 野島公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
51 富岡西公園 横浜植木㈱ 民間企業
52 海の公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
53 富岡八幡公園プール オーエンスグループ 民間企業

鶴見

神奈川

中

南

港南

保土ケ谷

旭

磯子

金沢

公園施設別指定管理者名一覧　（平成30年４月）

資料２参考



54 岸根公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
55 新横浜公園 横浜市体育協会・管理JV共同事業体 外郭団体
56 師岡町梅の丘公園 横浜植木㈱ 民間企業
57 菊名池公園プール オーエンスグループ 民間企業
58 綱島公園プール オーエンスグループ 民間企業
59 玄海田公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
60 新治里山公園 NPO法人　新治里山「わ」を広げる会 NPO法人
61 長坂谷公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
62 谷本公園 (株)石勝エクステリア 民間企業
63 千草台公園プール オーエンスグループ 民間企業
64 若草台第二公園分区園 (株)石勝エクステリア 民間企業
65 茅ケ崎公園プール オーエンスグループ 民間企業
66 都田公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
67 大棚杉の森ふれあい公園 (株)田澤園 民間企業
68 山崎公園プール オーエンスグループ 民間企業
69 俣野別邸庭園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
70 小雀公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
71 俣野公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
72 東俣野中央公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
73 深谷町ふれあい公園 (株)田澤園 民間企業
74 大坂下公園プール 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ 民間企業
75 小菅ケ谷北公園 奈良・生駒植木共同事業体 民間企業
76 金井公園 緑とコミュニティーグループ 民間企業
77 本郷ふじやま公園弓道場 横浜市弓道協会 任意団体
78 しらゆり公園プール 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ 民間企業
79 中田中央公園 奈良・ニホンターフメンテナンス共同事業体 民間企業
80 和泉アカシア公園分区園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
81 泉が丘公園（分区園に限る。） (株)田澤園 民間企業
82 岡津町ふれあい公園 横浜植木㈱ 民間企業
83 瀬谷本郷公園 横浜植木㈱ 民間企業
84 宮沢町第二公園プール 丸誠・フクシ・エンタープライズグループ 民間企業
85 みその公園文化体験施設 みその公園「横溝屋敷」管理委員会 任意団体
86 こども自然公園自然体験施設 特定非営利活動法人こども自然公園どろんこクラブ NPO法人
87 根岸なつかし公園文化体験施設 特定非営利活動法人根岸なつかし公園旧柳下邸管理委員会 NPO法人
88 大塚・歳勝土遺跡公園文化体験施設 NPO法人都筑民家園管理運営委員会 NPO法人
89 都筑中央公園自然体験施設 特定非営利活動法人都筑里山倶楽部 NPO法人
90 せせらぎ公園文化体験施設 特定非営利活動法人せせらぎ公園古民家管理委員会 NPO法人
91 茅ケ崎公園自然体験施設 特定非営利法人茅ケ崎公園自然生態園管理運営委員会 NPO法人
92 舞岡公園自然体験施設 特定非営利活動法人舞岡・やとひと未来 NPO法人
93 本郷ふじやま公園文化体験施設 本郷ふじやま公園運営委員会 任意団体
94 天王森泉公園文化体験施設 天王森泉公園運営委員会 任意団体
95 長屋門公園文化体験施設 長屋門公園歴史体験ゾーン運営委員会 任意団体
96 野毛山公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
97 野毛山動物園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
98 よこはま動物園（よこはま動物の森公園） (公財)横浜市緑の協会 外郭団体
99 金沢自然公園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体

100 金沢動物園 (公財)横浜市緑の協会 外郭団体

戸塚

都筑

青葉

緑

体験施設

動物園

瀬谷

泉

栄

港北



都市基幹等 特殊・広域

■飲食施設（レストラン・カフェ等）を整備する提案　・・・14提案

観光客向けの本格的なレストラン ● ●

近隣生活者向けに日常使いのできるカフェ ● ●

多機能な飲食施設を提案したもの

　・無料休憩施設を併設する ● ●

　・地域コミュニティ拠点を併設する ●

　・文化芸術系の機能を付加する（ブックカフェ、ギャラリーなど） ● ●

バーベキュー（期間営業、常設とも） ●

キッチンカー等移動式店舗でのサービス提供 ●

■運動施設を整備する提案　・・・６提案

ランニングやウォーキングの拠点施設（ランステーション等） ●

フットサルコートやバスケットコートなどを新たに整備する提案 ●

既存施設（テニスコートなど）の設備水準を向上させる提案 ●

■宿泊施設を整備する提案　・・・５提案

主に観光客を対象とした宿泊施設を整備する提案 ● ●

小規模な簡易宿泊施設を整備し、宿泊体験型サービスを提供する提案 ●

グランピング施設やキャンプ場を整備する提案　 ● ● ●

■その他施設を整備する提案　・・・21提案

ペット向けサービス施設やドッグランの整備 ●

農業体験施設を整備する提案 ●

公園内樹林地を活用した遊戯施設を整備する提案 ●

こどもの遊びを通じた学習を行う施設の整備 ●

既存バーベキュー施設を活用したアウトドア体験の提供　 ●

■イベントやプログラムを主体とする提案　・・・18提案

横浜産農産物や地元商店の商品等をあつかうマルシェの開催 ●

子育て世代の交流や地域コミュニティ形成等を目的としたイベント
（野外映画鑑賞会など）の開催

●

自然観察やアウトドア体験などのプログラム　　　　　　　　 ● ●

■これらの施設・プログラムを組み合わせた提案　・・・２提案

カフェ、ランステーション、コミュニティ施設を複合化した施設　 ●

■活用を進めるための制度等に関する提案・意見　・・・14提案

・施設整備は、許可期間が２０年程度あると投資を回収できてよい

・許可期間２０年は長すぎるので、１０年で更新可能な制度がよい

・企業の広告の掲出についても柔軟に対応してほしい

・活用を進めるためには、事業者と行政の間に立って調整を行う支援者が重要

 

市内の公園の活用に関する「サウンディング型市場調査」の結果　（対象公園種別付記）

提案内容

提案の対象となる公園

大規模な公園

身近な公園 特定なし

資料３



 

公民連携推進に当たっての整理事項と「横浜市水と緑の基本計画」推進施策の関係 

 

 

    公園経営の基本的 

公民      な方向性 

連携推進に 

当たっての整理事項 

公園利用者の満足度

向上による豊かな市

民生活の実現 

市民協働のさらなる

推進 

 

多様な主体との連携

による公園の活用 

 

① 基本的な理念 （全体をカバーする理念を今後議論） 

② 公園の種別、特色等に 

 よる公民連携のあるべき姿 

主要な公園における

個々の特性をいかし

た経営 

身近な公園で活動す

る市民のサポート、

団体間での連携を促

進するためのコーデ

ィネート 

公園愛護会や活動団

体のネットワークづ

くり 

③ 民間活力の導入に関する 

新たな仕組みの整備 
（公園の種別に応じた仕組みを今後議論） 

④ 様々な公民連携手法の 

活用のあり方 

指定管理者の積極的

な自主事業の実施 

地域住民が活用しや

すい柔軟な管理運営 

企業などの多様な主

体との連携 

⑤ 市民協働を含む公民連携 

の推進に向けた人材育成 
維持管理に関わる人材育成 

⑥ 公民連携事業のマネジ 

メント手法の確立 

パークマネジメント 

プランの作成と評価 
（今後議論） 

 

※ 第１回委員会資料（資料６）の「公民連携推進に当たっての整理事項（案）」の６項目と 

「横浜市水と緑の基本計画」にある関係推進施策を整理したものです。 

資料４ 
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