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日 時 平成２９年４月１４日（金） 

    午前１０時００分～ 

場 所 都庁第二本庁舎３１階 特別会議室２１ 

東京都公園審議会 第４回専門部会 

会議録 
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【会議】 

午前９時５８分～午前１１時１１分 

○堀課長代理 定刻になりましたので、ただいまより、第４回の東京都公園審議会専門部

会を開催させていただきます。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 私は、本日、進行を務めます、建設局公園緑地部計画課、堀と申します。よろしくお願

いいたします。座って失礼します。 

 最初に、お手元にお配りしております資料リストをご覧下さい。不足等がございました

ら、お手数ですがお声をかけて下さい。大丈夫でしょうか。 

 それと、東京都の出席者につきましては、恐れ入りますが、お配りしている座席表にて

ご確認下さい。 

 では、早速ではございますが、審議に入らせていただきたいと思います。審議の司会進

行につきましては、下村部会長、よろしくお願いいたします。 

○下村部会長 それでは、第４回目になるんですが、都立公園の多面的な活用の推進方策

に関わる検討の部会を開催させていただきたいと思います。 

 今日が、実は最後というか、恐らく最後になるだろうということで、パブリックコメン

トですね、パブリックコメントを出させていただいて、それに対していろいろご意見をい

ただきましたので、その対応方針について皆様にご検討をいただきたいと考えております。 

 それでは、もう早速、審議に入りましょうか。 

 まず、パブリックコメントのご意見と、それへの対応ということで、事務局からご報告

をお願いいたします。 

○小林課長 再生計画担当課長、小林でございます。よろしくお願いいたします。 

 早速ではございますけれども、お配りさせていただきました資料に添ってご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、こちらの「中間のまとめに対する都民意見及び対応方針（案）」というものをご

覧いただければと思います。 

 パブリックコメントを先月３月１日から１５日まで実施をさせていただきました。全部

で、ご意見として頂戴いたしましたのが１４通、こちらはメールで１４通頂戴してござい

ます。ご意見としましては、７１件のご意見を頂戴いたしました。こちらの中で、７１件
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のご意見なんですけれども、中間のまとめに関するご意見と分類をさせていただきました

のが５３件ございます。中間のまとめではなく、それ以外、その他のご意見として区分さ

せていただきましたもののうち、都立公園の現状の管理、運営に関することというふうに

分けさせていただきましたのが１２件ございまして、都立公園以外のご意見として６件と

いう形でございました。こちらは順次ご案内をさせていただきたいと思いますが、全体と

しては、大きく三つに分けてまとめさせていただいているというところでございます。 

 それでは、こちら、「対応方針（案）」に添ってご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず中間のまとめに関するご意見でございますけれども、こちらの構成としましては、

恐れ入ります、もう一つ資料としてお配りさせていただいております「答申（案）」をあ

わせてご覧いただければと思います。 

 「答申（案）」表紙をおめくりいただきますと、裏に目次として書かせていただいてご

ざいます。こちらは、「中間のまとめ」と構成は同じ流れになってございますけども、こ

の目次の順番でご意見を分けさせていただいて、整理をしているという形でございます。 

 まず、一つ目のご意見でございますけれども、ページでいきますと、「答申（案）」は

２ページになります。都立公園の現状の中に記載をしてあります項目に対してご意見を頂

戴いたしました。公園の評価指標は、一人当たりの公園面積ではなく、どれだけ多くの人

が公園を利用したかとすべきではないかといったものでございます。２ページの上段に記

載をしている点に関することと整理をさせていただきました。これに対します対応方針で

ございますけれども、都市公園法施行令に定める技術基準に基づき、目標とする住民一人

当たりの公園面積を目指して引き続き整備を進めることが必要と考えてございますという

形で書かせていただいてございます。 

 最初に事務局のほうから一通り、どのようにまとめたかをご説明させていただきまして、

その後、ご審議をお願いできればと思ってございますので、よろしくお願いいたします。 

 続いてですけれども、第Ⅱ章の２、多面的な活用の方向性に関するご意見として分けさ

せていただいたものでございます。ページでいきますと、７ページからになってございま

す。 

 まず１点目でございますが、「サード・プレイス」の概念を踏まえ、人が集まり、東京

の魅力を高める公園へ生まれ変わることを期待するというご意見を頂戴いたしまして、こ

れに関しましては、方向性に添って取り組みを進めてまいりたいという形で答えをさせて
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いただきました。 

 続きましてでございますけども、ペットとの共生という視点からご意見をいただきまし

た。ペットとの共生は多様性や思いやりなどを人間に教え、ダイバーシティー実現に寄与

することから、都立公園にドッグランの設置を推進すべきである。ペットの飼い主も含め

た多様な主体が生き生きと過ごせる場所にするという視点を追加してほしいというもので

ございました。こちらのご意見は、８ページ目、「まちの中の心地よい場の創出」という

ことに絡めてのご意見と考えてございますが、対応方針としましては、都立公園のドッグ

ランにつきましては、計画に基づき設置をしているというものでございまして、今後の都

立公園の管理、運営の参考とさせていただくという形で書かせていただきました。 

 その下、なおとしましてなんですけれども、ペットという視点ではなくて、動植物とい

う観点で捉えましたときに、都立公園が有する自然環境・生物多様性保全の視点として、

少し言葉を追加してもいいのではないかというところで、「答申（案）」、お戻りいただ

きますけども、７ページでございますが、緑とオープンスペースの重要な機能の確保、向

上という項目の中で、「都立公園の緑は、都民にとってやすらぎやレクリエーション、自

然とのふれあいを提供する場として、生活の質の向上をもたらすものである。」という、

「自然とのふれあい」という言葉を追加させていただいてはどうかというところで整理を

させていただいたというものでございます。 

 続きまして、「対応方針（案）」、１ページおめくりいただきますと、裏面になります

けれども、維持管理の視点からご意見を頂戴したものがございます。適切な維持管理がな

されなければ、人が立ち寄らなくなり、提案の趣旨が損なわれるため、いいものをきちん

とメンテナンスして長く使うという維持管理の視点を追加してほしいといったご意見を頂

戴いたしました。こちらですけれども、「答申（案）」でまいりますと９ページの中で、

官民の連携・協働という項目がございます。こちらの中で、これまで都立公園の整備など

は行政がみずから行うべきことを引き続き着実に実施する必要があるという書き方をして

ございましたが、ここに維持管理という言葉をきちんと明記するという形で修正をさせて

いただいてはどうかというところで整理をしたものでございます。 

 さらに、こちらですと、行政が維持管理をするというように、やや限定的に読めるので

はないかということがございますもので、あわせまして、「答申（案）」の１５ページに、

すみません、飛びますけれども、１５ページの中の推進方策、民間活力の発揮という中の

公募条件の設定の部分で、民間にやっていただく部分というものを書かせていただいてご
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ざいましたけども、この中にも維持管理という表記を追加させていただいて、方向性を受

け、民間でもきちんと維持管理もやっていただくと。 

 実は、もともと、じゃあ行政はどうなのかという部分は、すみません、またページが飛

びますが、１７ページでございます。１７ページ、官民による連携・協働の推進という項

目の公園価値向上に向けた連携・協働という中の二つ目の丸の部分で、もともと公園価値

向上のために公園全体の管理、運営を担う行政は、その責務として引き続き維持管理を適

切に行うといったところを書かせていただいてございますので、これで方向性を踏まえて

推進方策で全て整理ができるのではないかという形で書かせていただいたものでございま

す。 

 それでは、続きまして、「対応方針（案）」に移らせていただきますけども、次のご意

見、官民連携、民間の活力やノウハウの導入を推進していくには、公園全体の整備・運営、

ブランディングまで含めた、より全体的な公園経営を考えるべきであるというご意見を頂

戴いたしました。こちらも、方向性の官民の連携・協働に該当する部分になろうかと思い

ます。こちらに対します対応方針（案）でございますが、多面的な活用の取り組みにつき

ましては、都立公園のパークマネジメントマスタープラン及び公園別マネジメントプラン

の経営の視点も踏まえ、検討してまいりますということでお答えをさせていただければと

考えてございます。 

 続けてのご意見でございますが、章が変わりまして、Ⅱ３、多面的な活用のイメージ。

ページでいきますと、「答申（案）」は１０ページに該当する部分になるかと思いますが、

ご意見は、民間による施設の設置はどんどん行ってほしいというものでございました。こ

ちらにつきましては、答申を踏まえまして、多面的な活用の取り組みを進めてまいります

という形でお答えをつくらせていただいてございます。 

 続いてのご意見でございます。以降は、全てⅢ章、都立公園の多面的な活用の推進方策

という中に区分をさせていただいたものでございます。ページは１４、「答申（案）」は

１４ページからになります。 

 まず、民間活力の発揮という項目の中に該当するのではないかというところで分類した

ものをご紹介させていただきます。 

 公園の占用や営業行為などに関する許可の柔軟化を進めるべきだというご意見を頂戴い

たしました。こちらにつきましては、推進方策、１４ページの基本的な視点という中で、

民間がアイデアやノウハウを十全に発揮することができるよう十分配慮することが必要で
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あるということを書かせていただいてございましたので、十分配慮しながら多面的な活用

の取り組みを進めてまいりますというような形で整理をしてございます。 

 次のご意見、大きなハコモノよりソフトを充実していくとよいというものを頂戴いたし

ましたが、こちらにつきましても、同じく１４ページですが、公募条件の設定という中で

既に記載をさせていただいております。公園施設などに関するハード面のみならず、サー

ビス内容などのソフト面についても広く提案を求めることが必要と考えてございますとい

うような書き方をさせていただきました。 

 続きまして、「対応方針（案）」は３ページになります。 

 ご意見の中で、２点ほど、おおむね同じ視点からいただいたものがございます。既存の

施設、現在ありますトイレや売店、そういったものをリニューアルして活用するとよいと

いうご意見を頂戴いたしました。こちらにつきましてなんですけども、今後、多面的な活

用の取り組みを進めるに当たって参考とさせていただければということで、対応方針を整

理させていただきました。 

 次から、大きく３点は、都心の公園で、その多面的な活用を展開してはどうかというご

意見になってございます。 

 まず、代々木公園をオリンピックに向け、世界に誇れる観光公園に再整備してほしいと

いうもの。都心の公園で、商業施設が一体となった観光スポット、かつ自然体験できる場

をつくってほしいというご意見。また、都心の総合公園を中心に民間投資を呼び込むべき

であるといったようなご意見がございました。こちらにつきましても、今後、多面的な活

用の取り組みを進めるに当たっての参考とさせていただければと考えてございます。 

 また、次のご意見は、都心の公園とは対照的にと言うんでしょうか、公的なセンスでは

集客しづらい郊外で検討してほしいというご意見を頂戴いたしました。こちらについても

同様に、今後、多面的な活用の取り組みを進めるに当たって、参考とさせていただきたい

ということで整理をさせていただいてございます。 

 その次のご意見でございます。地域の健康を支える場としての公園という視点は、今後

非常に重要だと認識されていると。公園を起点とした地域住民の健康増進活動を検討して

ほしいというご意見でございました。 

 またもう一点、その下でございますが、外国人に向けた公園の利用提案ができるとよい。

セントラルパークやハイラインなど、アメリカの公園は、人がにぎわい、食事をしたり映

画を見たり楽しんでいる。日本も、このような文化をつくってほしいというものでござい
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ました。 

 こちらの２点につきましても、今後の取り組みを進めるに当たって参考とさせていただ

ければということで、「対応方針（案）」を整理させていただいてございます。 

 続きまして、「対応方針（案）」、１枚おめくりいただきまして、４ページでございま

す。こちらからは、推進方策のうち、都立公園としての公共性の確保という項目で区分を

させていただいたものでございます。 

 まず１点目でございます。既存の利用者の権利保護だけでなく、新しく使ってもらえる

人たちのことを考えてほしいといったご意見がございました。こちらにつきましては、

「答申（案）」は１５ページでございますが、１５ページの基本的な視点という中で書か

せていただいてございますけれども、都立公園は、都民を初め、多くの方々が緑とオープ

ンスペースがもたらす効果を享受できる重要なインフラであるため、民間活力の発揮と都

立公園としての公共性の確保とのバランスを保ちながら、多面的な活用の取り組みを進め

る必要があると考えてございますというような対応方針を書かせていただいてございます。 

 また、次の、全てのニーズではなく、最大多数の最大幸福を実現できるような発想が必

要だといったようなご意見もいただきました。こちらにつきましても、同じく基本的な視

点の中で記載をさせていただいておりますけども、多面的な活用は、都民の多様なニーズ

に対応するとともに、公園の持つ機能を確保し、さらに向上させるよう、地域資源も活用

しながら進める必要があると考えられますということでお答えをつくらせていただいてお

ります。 

 次でございますが、公園敷地を自由に活用できるのであれば、経済活性化の観点からも

大変よいといったようなご意見もございました。こちらにつきましては、同じく「答申

（案）」は１５ページ、前提条件でございますけども、この中で、その公園の特性や立地、

周辺の土地利用の状況等を十分勘案し、思わぬ悪影響が生じないよう配慮しながら、多面

的な活用の取り組みを進めることが必要であると書かせていただきました。 

 次のご意見でございますけども、次の二つにつきましては、公共貢献として還元される

収益の、その使い方に関するご意見でございます。収益を公園及び公園施設の維持管理費

へ充当する仕組みの創出を進めるべきであるということ。また、収益の還元は、都民が実

感できるように、都立公園全体の魅力が向上する事業に充ててほしいというご意見を頂戴

いたしました。こちらにつきましてなんですけれども、「答申（案）」は１６ページをご

覧いただきたいと思います。１６ページ、公募条件の設定という中で、下から二つ目の丸
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のところの内容で書かせていただいてございますけれども、収益の一部を公的な活動の財

源として提供される場合は、当該収益を都立公園の質が向上する取り組みに還元すること

が望ましいと考えられますもので、「対応方針（案）」としては、公募条件の設定、また、

すみませんもう１点、導入後の対応という中でも、こういった内容を書かせていただいて

ございますもので、そちらからお答えをさせていただければと思ってございます。 

 続きまして、５ページのご意見に移らせていただきます。 

 まず１点目でございますけども、民間が設置する施設については、防災機能、地域活性

化機能等も一体として提供されることが適当とあるが、公共が整備する施設や公園全体に

も、公園の防災機能として、この考え方を適用すべきであるというご意見を頂戴いたしま

した。こちらの記載がどちらにあるかというところなんですが、「答申（案）」は、１６

ページの公募条件の設定の二つ目の内容でございます。こちらに対します対応方針でござ

いますが、都立公園の防災機能の充実につきましては、東京都地域防災計画等に基づき適

切に対応してまいりますということで、お答えができればと思ってございます。 

 次のご意見。誰でも使えることのみを重視した公園の整備・運営は、魅力に乏しい「使

われない公園」になるおそれがある。公園空間に誰もがアクセスしやすいだけではない、

公共性のあり方について検討してほしいといったご意見を頂戴いたしました。こちらにつ

きましては、対応方針としましては、民間活力の発揮という視点と、都立公園としての公

共性の確保という視点、このバランスを保ちながら官民の連携・協働により推進していく

ことが大切ではないかと考えてございまして、このような対応方針を整理させていただい

てございます。 

 次のご意見でございますが、ボランティアに関するご意見をいただきました。ボランテ

ィアを確保するため、ボランティア活動に対するインセンティブ、例えば地域で使用でき

る商品券などがあるとよいのではないかというご意見をいただきました。また、その次で

ございますが、公園内に生息する動植物の綿密な調査・記録資料の提供など、生物多様性

に関する活動がしやすい環境整備をしてほしいといったご意見も頂戴してございます。こ

ちらにつきましても、今後、多面的な活用を進めるに当たりましての参考とさせていただ

ければと考えているところでございます。 

 続きまして、官民による連携・協働の推進に分類させていただきましたご意見でござい

ます。「答申（案）」は、１７ページになります。 

 ご意見は、民間活力導入にあわせて、行政の投資及び管理の強化を実施し、周辺環境の
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整備も含めてリニューアル効果を発揮すべきというものでございます。これに対しまして、

対応方針でございますが、１７ページの公園価値向上に向けた連携・協働という項目の中

で記載をしてございますが、地域資源を活用しながら都立公園の機能の確保及び向上が進

むように、引き続き適切な維持管理が必要と考えてございますということでまとめさせて

いただいてございます。 

 以降のご意見につきましては、公園施設（ハード面）、使い方（ソフト面）に関します

具体的な例と、ご意見としていただいたものを列記させていただきました。こちらにつき

ましての対応方針は、今後、取り組みを進めるに当たっての参考とさせていただきたいと

いうことで書かせていただきます。 

 ご意見を読み上げさせていただきますと、ハード面に関しますご意見としましては、体

力向上に結びつく施設の設置、代々木公園に家族連れで楽しめるアスレチック、プロのイ

ンストラクションが受けられる運動施設、シニア世代が生きがいを感じられる施設、レス

トラン・カフェ、休憩スペースだったり、唯一無二の特別なレストランといったような内

容をいただきました。 

 また、１ページおめくりいただきますと、裏面でございますが、おむつがえスペースな

どがあるきれいなトイレ、ヨガができるスタジオ、本屋・子ども用品・ペット用品等の店

舗、観光できる施設、遊べる施設、展望施設、温泉、宿泊施設、居住施設といったものが

ハード面のご意見としてございました。 

 次に、使い方（ソフト面）に関するご意見でございますが、ボール遊び等禁止行為がな

いエリアの設定、自然を活用した子ども教育、自然とウェアラブルとの共有、パソコンを

持ち込み働けるスペース、有料のプログラム（ヨガやアスレチック）といった例がござい

ました。多摩地域でのデイキャンプ、スポーツのできる場所、これはスケボーやダンス、

パルクール、ダブルダッチ、ニュースポーツと呼ばれているようなものでございます。野

外シアター、アーティストの発表の場、アトリエといったようなご意見を頂戴したところ

でございます。 

 ここまでが、中間のまとめに関するご意見として整理をさせていただいた内容でござい

ます。 

 引き続き、その他のご意見をご紹介させていただきます。「対応方針」は７ページから

になります。 

 その他の意見の、まず都立公園の現状の管理・運営等に関する意見・要望でございます
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が、一つ目としましては、ベンチやゴミ箱を充実してほしい。次が、夏場の草刈り頻度を

多くしてほしい。リードを付けない犬を連れた利用者に厳しく対応すべきである。公園利

用者の増加に伴い公園利用者間では解決しづらいトラブルが生じているため、トラブルが

発生した際、専門家に諮問して双方の利益を適正に調整できるような処置がとれるように

してほしい。舎人公園のドッグランの利用マナーを徹底すべき。野川公園に、大人用の雲

梯を再設置してほしい。代々木公園の樹木が茂り過ぎており、もう少し伐採をしてほしい。

代々木公園の広場は地面がでこぼこで痛いため、芝生広場のようにしてほしい。代々木公

園のカラス対策を講じてほしい。代々木公園のホームレス対策を講じてほしいといったも

のでございました。 

 こちらにつきましては、今後、都立公園の適正な管理・運営に努めてまいりますという

ところで対応方針は整理をさせていただいてございます。 

 そして１ページおめくりいただきますと、最後、８ページ目でございますが、都立公園

以外の、その他のご意見でございます。 

 その中で、まず、都市計画に関連する意見といったものを２件いただきました。 

 都市開発事業において、事業者による公園の整備及び維持管理を、容積割り増しの対象

となる公共貢献として認めてもよいのではないかといったもの。また、開発行為において、

開発単位で敷地の小さな公園を整備する「量」の充足ではなく、「質」の向上を目指し、

都市空間全体の視点から公園の集約化を進めるなど、柔軟な対応を図れるよう、国への制

度改正を働きかけることを期待するといったものがございます。 

 また、都市公園などに関するご意見も３点ほどございました。 

 管理、運営だけでなく、整備のあり方についても、将来的に官民の役割の転換が必要と

考える。公開空地等のオープンスペースと都市公園とを一体的に捉えて、都全体の整備方

針を考えるべき。都市公園以外の公共空地等でも、多面的な活用による魅力的な空間づく

りを推進すべき。都立公園だけでなく、区市町村の整備・管理する公園においても多面的

な活用を推進すべきで、都が区市町村を積極的に主導すべきというものがございました。 

 また、その下は、その他としまして、公園に関するもの以外で、社会構造の向上であっ

たり、教育内容の改正、女性社会進出の改正、移民及び難民の改正、生活水準といったも

のに関するご意見というものを１件頂戴いたしてございます。 

 こちらに関しましてですけれども、ご意見については所管部署と共有するなど、今後の

取り組み等の参考にさせていただきますということで、６件について対応方針を整理をさ
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せていただいたところでございます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○下村部会長 ありがとうございました。逐次的にご説明をいただきました。 

 今日の、この会議ですけれども、このパブコメに対しての対応方針が中心ということで

すが、これまでのスケジュールをちょっと見ていただきたいと思いますが、１月３０日に

前回の、この部会を開催させていただき、それを２月１６日の公園審議会のところで、中

間のまとめということでご報告をさせていただきました。そこでも、ご意見をいただいて、

そういったことを加えた上で３月１日から３月１５日に、２週間パブコメをかけさせてい

ただいたと。それに関して、今日、ご検討いただいたものが出てきたということになりま

す。 

 それで、今日、ご検討いただいて、こういう修正で、これに対して対応が大丈夫かとい

うことが皆様のほうでご了解いただけましたら、今度、５月２２日に、さらに公園審議会

が開かれますので、そこに最終答申ということでかけさせていただくという性格のもので

す。ですから、今日はそういう意味では前回まで、この部会を中心にご検討いただいたも

のを、さらに都民に見ていただいたときに、こんなご意見が出てきていたということです

ね。それを組み込むのかどうかということでご検討いただきたいということです。 

 今、ご紹介をいただきましたとおり、大きくは三つに分けて、６ページまでが、この答

申に対してのご意見が出てきたということになります。分解して７１件ということでした

けども、５３件ですので、ほぼ４分の３ぐらいがこれだったということになります。７ペ

ージは、現状の管理・運営に対してのご意見でしたので、この答申でどう答えるとかとい

う話ではないということと、それから８ページのほうは、他部局とも関係することですの

で、なかなかここだけでお答えできるものではないというような全体としての整理になっ

ております。 

 あと、５３件についても、この答申が基本的な方策とは書いてありますけども、考え方

を整理したものでございますので余り具体的なものに関しては、なかなかお答えしいづら

いということで、５ページの下のところから具体的な公園施設とか使い方、ハード、ソフ

トに対してのご意見に関しては、ちょっと参考にさせていただきますよというようなこと

で分けているということになります。 

 これから、ですから、恐らくご意見いろいろいただきたいのは、それまでのところの対

応がこれでいいかということです。大きくは３通りのお答えの仕方をしていて、一つは、
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確かに少し抜けておりましたので、付け加えますというのが２点で、計３カ所になるんで

すかね、言葉を付けさせていただいたものが、自然との触れ合いとか、維持管理の、意外

と維持管理のところが抜けていたので、そこを加えさせていただいたものが、それが一番

大きな変更ということになります。 

 二つ目の答え方としては、ごもっともで、ただ、実際に答申の中にも、こういうところ

で書いておりますので、それに添って進めてまいりますとか、推進させていただきますと

か、必要であると考えておりますとかというような締めくくりで対応していただいている

ものですね。 

 それから三つ目が、答えてはいるんだけど、なかなか、正面から少し受けとめることが、

少し難しそうな、かなり具体的なものとか。そういうものも含めて、多面的な活用を進め

るに当たって参考とさせていただきますという対応の仕方をしたものがあるということで

す。 

 事務局は、ともかくいろいろ考えてはいただいていますけれども、先生方のご意見の中

で、これは、でもやっぱりこう対応したほうがいいんじゃないのとかというようなことが

あれば、事務局ともまたご相談をさせていただきながら調整が進めばいいと思いますので、

ざっくばらんに。いかがでしょうか。どの点からでも結構でございますので、ここが気に

なるというところがあれば、ぜひ、こうしたほうがいいんじゃないのというところあれば、

ご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。もう完璧ですか。 

○金子委員 今、委員長がおっしゃったように、基本的な対応の仕方ではよろしいかと思

いますが、今ご説明いただきましたご意見に対する対応方針で気になった箇所が２カ所だ

けあったんでお話しさせていただきます。 

 ご意見については、ご説明あったように、１４通、１４名の方からいただいた内容を幾

つか分けていますので、前後関係が、ちょっとわからないので、そこはご説明いただきた

いこともあるかと思います。 

 １点目は、この１ページ目の一番最初のご意見なんですが、公園の評価指標は、一人当

たりの公園面積ではなく、どれだけ多くの人が公園を利用したかとすべきであるというご

意見があって、回答は、技術基準に基づき、一人当たり何平米ということを目標としてい

ますという回答になっているんですが、ここだけの対応を見ると、ちょっと答えになって

ないんじゃないかなということなんです。このご意見は、この評価の指標はということを

言っておりまして、今回の推進方策というのは多面的な活用をしようということですから、
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ある意味では、今あるストックをどれぐらい生かすかということで、その先には、利用者

がさらに増えるように、あるいは利用者の満足度を高めるようにということが本来の目的

ですので、そういう意味では、このご指摘なり、ここで言う公園の評価の一つは、確かに

多くの人が、今はこれぐらいの人が利用しているけども、もっと、これぐらいに増えたほ

うがいいよねというご指摘であったり、もっと満足度が高まるといいよねということでい

えば、評価指標としては確かにこのご意見のように、公園の利用者数というのを捉えると

思うんですね。答えは整備目標を言っていますので、ちょっと答えとしては変わってしま

っているので、確かに、この方策の答申（案）を見ると、利用者数を増すとか満足度を高

めるという記載はないのはないんですが、そこに含めるかどうかは別として、この抜き取

った２行に対しての回答としては、ちょっと回答としてはなってないのかなというのが１

点ございます。 

 同じようなことでもう１点、ちょっと気になったのが、４ページ目になるんですが、一

番上のところです。これも分けて、公共性の確保という点で回答しているんですけども、

既存の利用者の権利保護ではなく、新しく使ってもらえる人たちのことを考えてほしいと

いうことで、これも前後関係がないのでわかりにくいんですが、ここだけを理解すると、

新しいユーザーが増えるようなことを考えているんではないかということで、ここでのご

意見は、公共性の確保という点ではなく、新しい利用者が増えるようなことを目途に活用

化をしているんだということで捉えれば、公共性の確保とはちょっと違う観点でのご指摘

ではないかなとも捉えられたので、その辺が、この回答でいいのかというのが、ちょっと

疑問になったという。 

 以上２点です。 

○下村部会長 ありがとうございました。 

 今日は、時間もありますので一つ一つやっていきましょうか。 

 事務局、何か今のご意見に対してお答えできることありますか。 

○小林課長 まず最初にいただきましたご意見でございますけれども、実は、ここをどう

分類するかは、やや悩ましいと感じているのは正直なところでございます。中間のまとめ

のどこに該当するかというところで、今当てはめると、こういうところになるのではとい

う形で分類をさせていただきましたが、ご指摘をいただきましたとおり、ちょっと答えと

しては、ややすれ違っている部分はあるかと思います。 

 もう１点いただきました４ページ目の利用者につきましてなんですけれども、いただき
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ましたご意見を読ませていただいた中では、実際、ユーザーをどう増やしていくかという

視点はあるかとは思うんですけども、ただ、それよりかは、今の人たちのことよりも、次

のことを考えるべきではないかというような、ちょっと流れになっていたように感じられ

たもので、この公共性の確保という中に、今、区分をさせていただいているというところ

でございます。 

○下村部会長 確かにすれ違っているのは間違いなくて、例えば最初のやつだと、むしろ

一人当たりの公園面積という、これだと、「ではなく」と書かれていることに対しての回

答になっちゃっているので、例えば、利用者数を指標にしろということだと、調査もして

ないから、なかなか難しいんだけど、例えば利用が促進されるように進めてまいりますと

かっていう表現ですと、もうちょっと近づけるような気もするんですけど。また、後ろの

問題は、今のお話だと、むしろ問いのほう、ご意見のほうを、もう少しちゃんと書いたほ

うが、この答えにつながるということであれば、ご意見の書き方を工夫するというような

ことは可能かどうかですね。そのあたり、どうですかね。 

○小林課長 わかりました。公共性の確保の中で、「答申（案）」１６ページの導入後の

対応という項目の中で、「多面的な活用の導入後は、民間から運営状況の報告を定期的に

受けること等によって、来園者へのサービス向上の効果のほか」というような言葉も使っ

てございますので、そういった視点は入っていますという形では、ご指摘いただいたとお

り言えるのではないかなと思います。ご意見の意図が伝わるように補足して、回答が合う

ようにできるか、整理したいと思います。 

○下村部会長 今のお答えだと、ちょっと変えれば、何かよさそうなお答えでもあったの

で。 

○小林課長 わかりました。ちょっと、ご意見のほうを工夫して、意図と変わらないかと

いうところを、確認をとらせていただきたいと思います。 

○下村部会長 はい、どうぞ。 

○保井委員 私も２点ありまして、最初が、今、金子先生がご指摘された一番最初の部分

が、やはり気になっていました。その都市公園法施行令で公園面積が掲げられているとい

うことがあるので、ここにはこうなるんだと思うんですけど、私が感じていましたのは、

今回の、この多面的な活用の推進方策の、まさに活用の評価というのは、ある意味、こう

いう、どれだけの人が利用したかというようなことになっていくんじゃないかと思うんで

すね。ただ、これが、この部会では、まだそこまでは検討できていないので、答えとして、
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今書かれている一人当たり公園面積のところ、これも書きつつも、私は答えに近い記述は、

むしろ、この１６ページのあたり、１６ページの例えば下のほうですよね、導入後の対応

のところで、多面的な活用の導入後は、民間からの運営状況の報告を定期的に受けること

等によって来園者へのサービス向上の効果のほか云々とあるんですよね。この、多分、来

園者へのサービス向上の効果なんかをきちんと評価をし始めると、恐らくどれだけの人が

来たかとか、その人たちの満足度はどうかということを評価することにつながっていくと

思うんですね。なので、もし修正を検討すると、事後的な検証を行うとともに、活用の評

価方法を検討していくとかいうようなこと、ここの文書、あるいはこの導入後の対応の、

もう一つ丸ぽちを足すか何かで評価方法を検討していく。確かに、こういう活用をきちん

と評価していくということは、入ってないんですけれども、結構重要な視点かなという気

はしていまして、そういうところに入れることのほうが、むしろ、この答えにつながって

いくし、この答申の目的に即していくんではないかなと感じました。それが１点目です。 

 それから、２点目は、２ページの２番目のぽちですね、官民連携、民間の活力やノウハ

ウの導入を推進していくには、公園全体の整備・運営、ブランディングまで含めた、より

全体的な公園経営を考えるべきであるというので、これに対して検討してまいりますとい

う答えが書いてあるのですけれども、これは、私、何か、ちゃんと書いてあるんじゃない

かなというような気がしていて、例えば１７ページの（３）の官民による連携・協働の推

進の最初の基本的な視点の、例えば二つ目のぽちですね、都市公園の質や魅力の向上に当

たっては、公園の中にとどまらず、周辺エリアにも目を向け、官民の連携・協働のもと取

り組むことが適当であるというようなことというのは、まさに全体的な公園経営を官民の

連携のもとで考えていきますと、ブランディングとか経営とかという言葉こそ使っていま

せんけれども、ほぼ同じようなことを言っているんではないかという気がしていて、むし

ろ、何かこれから検討していくというよりは、これこそ検討してきたことですっていうぐ

らいな形ではないのかなという、これは私の捉え方なので、ほかの先生方がどう考えられ

るかわからないですけれども、そういうふうに感じました。 

 以上です。 

○下村部会長 ありがとうございました。どうでしょうか。今、ご意見が２点出てきまし

た。１点目は、むしろ、金子先生のご提示されたことへの対応も含めてですけれども。ど

うですか。すぐ答えることができますか。 

○小林課長 今、ご指摘いただきました内容で修正をかけさせていただいたほうが、すご
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くスムーズに流れるというような感じがいたしましたので、こちら一つ目のご意見と、あ

と、２ページ目の公園全体の整備・運営、ブランディングというところにつきましても、

見直す方向で整理をさせていただければと思います。 

○下村部会長 さっきの評価というのは、うまく入りますかね。いわゆる活用の評価につ

いても考えていくというようなことですけど。 

○小林課長 その評価というところを、どれぐらいまで書けるかというところは、少し検

討させていただけないかと思いますが、おっしゃっていただきましたとおり、導入後の対

応というところに、そういった意味合いも含まれてはいると思いますので、この言葉を使

わせていただきながら、「対応方針（案）」を考えさせていただきたいと思います。 

○下村部会長 わかりました。そこは、ご意見をいただいていて、対応の仕方をもう一度

検討すると。その他の表現についても、もういちど事務局でご意見を確認して整理してみ

てください。これは、どうしますか、２２日までだから、一回、こういうふうに変えます

よということを、もう一度先生方に見ていただくということにしますか。集まっていただ

くのは、また大変なので。 

○小林課長 まず、本日いただきましたご意見で修正案をつくらせていただいて、それを

先生方にご確認いただいて、そこでまとめさせていただければと思います。 

○下村部会長 渡先生はいかがですか。今のことに関連してでも結構ですし、ほかも含め

てです。 

○渡委員 特に、全体の受け答えについては、私のほうから意見はありません。ですが、

感想はありますけども。 

 それから、先ほど金子先生のご意見の公共性の確保のところなんですけど、確かにちょ

っと、この意見と対応のところを読むと気になります。意見では、既存の利用者それから

新しい利用者という、利用者のことについて意見があります。こちらの対応のほうには、

利用者という視点で、最初のほうに、ちょっと、多くの方々が享受できるということが書

かれています。それでインフラという話があるんですけども、最後の答えが公共性の確保

とバランスを保ちながら、活用の推進を進めるという方向に、答えになっている。ここに、

もうちょっと利用者に向けた何かコメントと言いましょうか、答えが欲しい。もうちょっ

と、既存と新しい方が共存して、両方ともすみ分けをするみたいな話とか、何かそういう、

そこまで具体的に言う必要はないと思うんですけど、何かその辺が、ぼやけている感じな

んですが。 
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○下村部会長 ありがとうございます。そうすると、違和感があるところは大体皆さん共

通しているようですので、そこの答え方を、再度ちょっと検討させていただいて、それで

見ていただくということにいたしましょうか。 

○小林課長 はい、ありがとうございます。 

○下村部会長 ほかに何か、ここはもうちょっと丁寧に答えたほうがいいんじゃないかと

か。後で、また全般的なご感想とかご意見はいただきますので、その折に自由に言ってい

ただいても結構です。具体的に、まずパブコメへの対応について、ほかは大丈夫ですかね。 

 わかりました。それでは、まず１ページ目の最初のところですね、これについての対応

を少しもう一度検討させていただくということと、それから、２ページ目の二つ目ですね、

官民連携、ブランディングという言葉が象徴的に出ているご意見。それから、４ページの

冒頭のご意見ですね。そこについて、少し対応を再度検討させていただいて、先生方に見

ていただくということにいたしましょうか。あと、改めてパブコメのご意見にもれがない

かなど、対応方針の検討と合わせて審議会の報告内容の確認をしてもらえればと思います。 

 それでは、どうもありがとうございました。本当に短期間でご意見をいただき、前回、

１月のときにも申し上げましたとおり、短期間に、本当にいろんなご視点から有意義なご

意見をいただいて、それで、まとめてこられたんではないかなと思います。ちなみに、２

月１６日ですね、答申（案）の中間まとめということで審議会にご報告をさせていただい

た折に、審議会の会長からも、後で、よくまとめていただきましたという評価をいただい

ております。本当に、皆様方のご検討のおかげかと思います。それから事務局も随分熱心

に対応していただいて、なかなかいい答申（案）としてまとまったのではないかなという

ことで、委員会としても自負しております。どうもありがとうございました。 

 それでは、これは、ご意見を踏まえて修正したものを審議会に報告をさせていただきま

す。 

 それでは、最後に、先ほど渡先生から感想というワードも出てまいりましたけれども、

何か全般を通しまして、ご感想ですね、ご意見等もありましたら。あるいは、案に注文と

いうことでも結構でございますけれども、ご意見いただければと思います。 

 じゃあ、今日、口を開いていただいた順番にいたしましょうか、ご意見の順番は。 

○金子委員 そうですね、とても有意義な議論ができたと思いますので、ぜひ、この多面

的な活用が推進してもらいたいというのが一言に尽きるかと思います。そういう意味では、

１点だけお願いという意味では、推進していくに当たっては、官民連携という話がありま
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すが、行政側が、それを進める体制をきちんととっていただきたいということがあるかと

思います。主体性を持って、これを、多面的な活用推進、民間活用推進するというような

ことをしていただきたいと思います。民のほうが動き出すと、受け身になってしまうと、

なかなか動かしにくくなってしまうかと思いますので、ぜひ、主体的に行政側が、これを

動かせるようにしていただきたいというお願いだけを、最後にしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○下村部会長 それでは、保井先生。 

○保井委員 大変貴重な、本当にこれからの時代に大事なテーマの議論に参加させていた

だきまして、どうもありがとうございました。 

 これから実施に行くことになると思います。つい最近も、駒沢公園で新しいレストラン

ができて、随分話題になって、なかなかすてきなものができているという話ですけれども、

そちらも、まさにそういうふうにつくられているんだと思うんですけど、これから、いろ

いろＰａｒｋ－ＰＦＩも進んで、民間による収益施設が公園にできていくということが増

えていくんだと思うんですけれども、ぜひ、やっぱり公園だからこそ、特に広い都立公園

だからこそできるようなこと。多分、今日の意見の中にも、結構犬の話とか、ボール遊び

の話とか、いわゆる公園で、確かに多くの人が考えているようなことがたくさん出てきて、

何かそういうのを問題と捉えるのではなくて、上手に吸い上げながら、民間の施設ができ

ていって、最後の話にもありましたように、利用者のすそ野が広がるような、何かそうい

うダイナミックな動きが起きていくといいなというのが一つです。 

 恐らく、そのためには、何か、やはり収益活動、いわゆる単体としてのレストランとか、

それだけではなくて、その民間事業者がやっぱり広く、いろんな活動者だったり、地元の

団体だったり、いろんな人たちと連携をしながら公園の運営に取り組んでいくことが大事

なんじゃないかなという気がしていて、何か、多分、そうなっていくと思うんですけど、

民間の提案というのも、何か１社、某Ｓコーヒーが出てくるとかというのではなくて、企

業といろんな団体との複合のグループによる提案とか、何かそういう新しい形の連携体が

生まれるような仕掛けというのも考えられたらいいなと思います。それが二つ目。 

 三つ目は、多分、そういうことが起きていくと、公園のブランディングという話があり

ましたけども、やっぱり何か、その公園のパークマネジメントとか、マスタープラン的な

ことの、これからの見直しなんかのプロセスとか、そういうのなんかにも、きっと変化が

生まれるんじゃないかなという気がしています。そういう魅力化自体も、民間とか市民と
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かと一緒にやっていくような、何かそういうプロセスづくりとか、そういうものが、また

この先に生まれていくといいなということを期待して、感想とさせていただければと思い

ます。 

 ありがとうございました。 

○下村部会長 渡先生、お願いできますか。 

○渡委員 感想は若干長いんですけれども。でも、先ほど既に先生方が言っていただいた

ので、短めで。 

 まず一つは、積極的な意見を、今回のパブコメで引き出せたということがよかったと思

っていまして、私自身も、大変、その意見自体が参考になりました。それから、改めて考

えさせられたこともありました。そういった意見が引き出されたということは、今回の、

この資料、「答申（案）」が、その新たな方向への共感を引き込むような書き方、あるい

はそういった方策になっていたのではないかということで、それも事務局のご努力の成果

ではないかと思いました。その共感や、そのイメージを引き出すような形にもなっていた

ということも、今回の新しさだと思うんです。そのような方策のビジョンというのは、今

後、具体的な策がいろいろ出て来る一方で、ぶれないようにしないといけないと思います。

ということは、先ほど保井先生からも話がありましたように、やはり、この答申（案）を

見ると、かなりダイナミックな方向性に、私も行ったほうがいいと思うんです。そんな方

向で、都のビジョンは、やはりさらに都庁内で議論され、そのイメージを具体的に持って

いく必要があるなという気がします。そうしないと、ぶれるし、また今後の展開が小さく

なって、小さくまとまってしまうというような危惧もあります。一方では、先ほど言った

ように、いろんな共感を持たれているので、個性づくりにも今後発展するような展開性も

感じました。 

 それから、次は感想ではなくて若干考えさせられたことなんですけど、コメントに、

代々木公園か何かの話で、ホームレスについてのコメントがありました。実は、ホームレ

スそのものじゃなくて、そのような方が心地よく住める場所というのはどこの国でもそう

なんですけど、あんまり視線がとおらないで…要は死角があるような場所です。そのよう

な公園がまだ都内のたしか、代々木公園だと思うんですけど、そういう死角のところがあ

ったのかという一つの驚きです。私が、いろいろ海外で仕事をしてきて、ふつう公園とい

うのはそういう死角がないんですよ。というのも、いわゆる防犯性能を高めますので。で

すので、そのような死角がまだまだそういうところに残っているということは、今後のオ
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リンピックなどに向けても防犯環境設計的な対策をとったほうがいいんじゃないかなと思

いました。それは別にホームレスの方がそこに住むということの問題じゃなくて、今後、

そういう所で犯罪が起きる温床にもなりやすいので。そのような課題を改めて考えさせら

れました。 

 それには今回の民間活用も実は間接的に役に立つということがいろんな研究でわかって

おります。例えば、ちっちゃなお店とかがキオスクとかが、ニューヨークのまちの中にた

くさんあるんですよね。公園には必ず、そういうキオスクが、飲食店がついているんです

よ。その機能というのは、今回狙っているようなにぎわいづくりとか飲食提供で滞留時間

を促すようなこともあるんですけど、実は見守りなんですよ。飲食店の配置で、公園で事

件が起こらないように抑制しているということがあります。それは自然監視という概念で

す。民間活用が、その効果を持たせる一つの方策にもなるんじゃないかということです。

自然監視を考えていくと公園の中に１カ所だけじゃなくて、先ほど保井先生のほうからも

ご指摘があったようなダイナミックな展開というような中で、小さくてもいいから、見守

る場が点在するようないわゆる営業、運営ポイントをつくることで、自然監視の効果がう

まく配置できるっているような、総合的なプランニングといいましょうか、計画を今後、

同時に考えるいわゆるきっかけにもなるのかなと、改めて考えさせられました。 

 以上です。 

○下村部会長 最後なので、私もちょっと感想を述べます。 

 それと保井先生、渡先生にご報告というかご紹介も含めてなんですけど、この間の審議

会の折にここで官民ということについて、「民をもうちょっと具体的にどういうものがあ

るんだというのを書いたほうがいいんじゃない」というご意見があって、我々のほう事務

局との答え方としては「今ちょっと、ここでは書けない」と、余りにも短期間の検討でし

たので、書くことは難しいと答えました。いわば今回の大きな多面的な活用を検討する流

れというのは、そもそも公園という、近代の施設としての公園というものが変質してきて

いて、公・共・私という、ある種のスケールの中での線引きが難しくなってきていると。

民についてちゃんとこたえる上では、そのあたりの線引きをはっきりさせない限り中々答

えられないと思いましたので、この委員会の事務局のほうの考え方としては、これからい

ろいろ具体的な事例が出てくる中で、対応を整理しながらそこの線引きをもう少し考えて

いきましょうということなので、今の段階ではちょっと書けないというふうにそこまで丁

寧に説明せずに割とつっけんどんに答えてしまいました。後でご質問の方に謝っておいた
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んですけど、これからまだ、これ課題は残されているということなんですね。ようやく、

緒についたというか、それから公園というのが変容してきている中で、脱近代というかそ

ういった中で、場所がどうあっていくべきかということを公だけではなくて、先ほど来、

先生方がおっしゃったように民とか共的な存在もあると思う、共としての主体もあると思

うんですけれども、そういった人たちと一緒につくっていくという視点なので、従来は公

が主体的であるべきだと思いますけど、そこを柔軟には対応をしていただき、新しいあり

方というのをこれから運営していく中で、考えていただきたいというのが一つです。 

 それから、今、渡先生から三つめの、死角があるということで、驚きだというご意見が

あって、私はそのあたりどう考えればいいのかなと。これも新しい公園の考え方の一つに

なるのかもしれないと思います。少しまた別の例ですけども、小学校の校庭のことをどう

考えるかというときに、今まで子供は元気に走り回っているものだということで、非常に

オープンな校庭づくりをやっているわけですね。ともかく走り回れる。ただ、一方で子ど

もだって一人で泣きたいときもあるよっていう、そういうスペースをどう確保するかとい

うのが校庭では課題だなんていう話もあってですね、オープンであるという話とある程度

プライベートというか、割と人間が落ち着くためには実存的なスペースっていうのは、あ

る程度閉じているっていうことも必要で、そういったスペースも安全を確保する中で、ど

う準備していけばいいのかというあたりももうちょっとちゃんと考えないといけないのか

もしれないと、先ほどのご意見に触発されて、新しい形という点ではそういうこともちょ

っと思いました。 

 それで、あともう一つは最後のところ、他部局との話で、ぜひ積極的に進めていただき

たいと思うんですね。公園のほうがこれからひらきますよっていうふうにいわば、他部局

に対しての姿勢の発信でもありますので、そういう姿勢を持っているということをぜひし

っかり伝えていただいて、公園だけではなくて公園はえてしてやっぱり閉じていることが

今まで言われてきてもいますので、保井先生のご専門にはなるんですけど、エリア全体の

中でこれが地域資源だという視点の中で、どういうふうに位置付けていくかというのを他

部局とこれから議論を進めていただきたいなというふうに思います。 

 大きくは新しい形を何とか目指して下さいということと、あわせて他部局ともご議論を

下さいというあたりをお願いして、私は感想にさせていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございます。何か触発されて特にありますか。 

○渡委員 先ほどの下村先生のオープンと閉じるっていうお話、これすごく重要で、私が
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専門とする分野の一つプレイスメイキングはまさにそれが課題です。例えば、人が座って

いるベンチの背景に若干こう低木みたいなものを置く事や、視線は通るんですけどちょっ

と囲われた雰囲気をつくるとか、が重要になります。若干高低差を付けたりとかして、そ

れから壁があって、人が隠れられなければ別にそこに低木があってもいいんです。ですか

ら、人が隠れられないようにしつつ、先ほどおっしゃったようなクローズにするという、

そのようなデザインは既に海外では行われていて、ガイドラインみたいなものもあります。

ですので、実存感をちゃんと出せる囲いと、プロスペクトっていうんですけど、犯罪が起

こらないような視界を確保することが重視されます。つまり、プロテクトとプロスペクト

を同時に実現する場づくりとかデザインです。今後、この答申が具体化するにつれて、そ

ういう点を検討する時期が来ると思いますので、ぜひよろしくお願い思います。 

○下村部会長 よろしいですか。 

 それでは、これで本当に終了させていただきたいと思います。お付き合いいただいてっ

ていう言い方は変ですね。いろんな活発にご意見をいただきましてありがとうございまし

た。進行は事務局にお返しをします。 

○堀課長代理 どうもありがとうございました。 

 改めまして、今後の予定を確認させていただきたいと思います。 

 スケジュール表をご覧下さい。本日の議論を受けまして、一部修正を先生方に確認して

いただいた後ですね、答申（案）及びパブリックコメントの対応方針（案）はですね、と

もに５月２２日の東京都公園審議会のほうに報告し、答申をいただく予定となっておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に、公園緑地部長よりご挨拶をさせていただきたいと思います。 

○日浦部長 公園緑地部長、日浦でございます。 

 委員の皆様方には、昨年の９月から本当に短い間で都立公園の多面的な活用の推進方策

というのをご議論いただきまして、本当に感謝いたします。昨年の９月の前ぐらいから駒

沢公園のレストランの募集ですとか、都立公園内での特区を利用した、保育所の動きとか

そういうのが動き始めたときに本当にものをオープンなスペースにつくっていいのかなっ

ていう議論も当然ある中で、今後そういう、いろんなさまざまなニーズにどう対応してい

ったらいいのかという考え方をちょっと整理しなきゃいけないということで今回、公園審

議会のほうに諮問させていただいたという流れがございまして、本当に保井先生からもご

紹介がありましたように、駒沢のレストランも３月にでき、それから汐入公園、それから



- 23 - 

祖師谷公園の保育所が４月１日から開園をしたということで、都立公園の活用というのが

進んでいるというところでございます。 

 最後に、さまざまなご示唆に富むいろんなご指摘がございました。これから進めていく

上で我々、単に民間に任せるというのではなくて、やっぱり本当に行政が主導していかな

きゃいけないというふうに考えております。また、これまでどちらかというと、公園単体

のマネジメントという形で考えておったところですけども、その地域、それから街に対し

てということも今回の答申（案）の中には盛り込まれているところでございまして、より

ダイナミックな展開という部分にも、それも公園緑地部だけではなく、やっぱり都庁、い

ろんな部署とも絡ませながら進めていけたらなと思っております。 

 本当に、短い時間の中で立派な答申をまとめていただいたということに改めて感謝を申

し上げますとともに引き続きまして、東京都の公園緑地行政につきまして、より一層のご

指導をお賜りますようお願いをさせていただき、挨拶とさせていただきたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。 

○堀課長代理 以上をもちまして専門部会を閉会とさせていただきます。 

 皆様どうもありがとうございました。 

――了―― 


