
18　全国の公園管理運営実務者等が集い、
公園管理運営に関する情報収集、意見交換等を
行う機会を提供することにより、参加者が公園
現場において即戦力となる知識、技術、情報等
を習得すること、さらに全国の公園管理運営の
品質向上に寄与することを趣旨としています。

原宿
Harajuku
Station

2021年2月16日(火) 9:45～16:50
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造園CPD
認定プログラム
（5.5単位）

会　　場　100名
オンライン　 80名　

共催　（一社）日本公園緑地協会
後援　（公社）日本造園学会
　　　（一社）日本造園建設業協会

（一社）公園管理運営士会
（一財）日本造園修景協会
（一社）ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会 

主催

  「大災害時代の公園マネジメント」

開催趣旨

参加定員

会場参加の方

オンライン参加の方

・Zoomでの開催となります。
・画面上で資料の共有をいたしますので、PC・タブレットで
  の参加を推奨いたします。
・参加者1名に対し、複数人での受講はご遠慮ください。
・配信内容の録画/録音はご遠慮ください。
・通信の不具合等で参加できない場合でも返金はできま
  せんので、予めご了承ください。
・発表資料集は当日までに各自ダウンロードください。

会場参加、オンライン参加の
いずれかを選択できます。

　台風、大雨、地震等の自然災害が増えている
現在、防災や減災への対応は、公園の管理運営
を行う上でも、非常に重要となっています。
　国土交通省国土技術政策総合研究所が発行
している『防災公園の計画･設計･管理運営ガイ
ドライン（改定２版）』では、「公園管理者を対象
に平常時及び災害時に果たすべき役割や対応
をとりまとめ」とあるように、災害時だけでなく、
平常時から実施すべき管理運営についても記
載されています。つまり、災害時に公園が機能を
果たすためには、施設等の整備だけではなく、
常日頃から災害を念頭においた適切な管理運
営が必要であるといえます。
　今回のフォーラムでは、以上のような観点を
踏まえ、公園の管理運営に関する防災や減災に
関する基本的考え方や先進的取組み等の内容
を共有し、今後の望ましい防災上の公園管理運
営のあり方について検討していきます。



①参加費を事前に次の口座にお振込みください。
②お振込み後、別紙「参加申込書」に必要事項をご記入頂き、Email等にて
　当フォーラム事務局へお申込みください。（申込書はHPからダウンロード可能）
③お申込み及び参加費のお振込みを確認後、事務局から2月10日（水）までに
　Email等にて「参加証」をお送りいたします。
　（団体でお申込の場合は代表者にまとめて発送）
④フォーラム当日「参加証」を必ずご持参ください。「参加証」にて受付の確認を
　させていただきます。※オンラインに参加の方は参加証に記載されているURL
　などから当日アクセスしてください。
　申込締切日：2021年2月9日（火）

＊振込手数料はご負担願います
＊一度お振込いただいた参加費は、返金できませんので予めご了承ください
＊申込まれた方が参加できない場合、代理の方がご出席いただいても結構です
＊領収書は、金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせて
　いただきます
＊別途、領収書や請求書が必要な方は、宛名とともに「参加申込書」内の通信欄に
　ご記入いただき、お早めにお申し込みください
＊参加費の事前振込が難しい場合、事務局へご連絡ください

口座番号・名義
みずほ銀行　　新橋支店　普通口座　  ０６４４５５７
一般財団法人　公園財団

一般財団法人公園財団
公園管理運営研究所

公園管理運営フォーラム事務局
担当：大竹・森崎・高橋

〒112-0014
東京都文京区関口1-47-12

江戸川橋ビル2階
TEL:03-6674-1188
FAX:03-6674-1190

Email：staff-midori@prfj.or.jp
H  P：https://www.prfj.or.jp/

お問合わせ・お申込み先

災害に「正対する」公園マネジメント
一般財団法人 公園財団  理事長　蓑茂 壽太郎

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
  緑化生態研究室長　大石 智弘

災害時における防災公園等の
　　　　　　　　機能発揮に向けて

公園管理者の知りたい災害時の公園

公園マネジメントの最前線と
　　　　　　　　公園の備えるべき役割

大災害時代の公園マネジメント

コーディネーター 
株式会社 都市環境研究所 
計画グループ 主任研究員　関 宏光

有限会社 人イエまちネットワーク 代表取締役　 山田 淸
サバキャンと公園

目白台運動公園パークアップ共同体
　　（代表 一般財団法人 公園財団）　所長　中田 哲史

文京区立目白台運動公園における防災の取組み

講演及び事例紹介を踏まえて討議を行います基調講演

一般財団法人 公園財団  副理事長
 　　公園管理運営研究所 所長　有路  信

情報提供

（9:45～11:50）

（12:50～14:20）

9:45 11:50 12:50 14:20 14:35 16:50

センター棟417

センター棟417

センター棟310

（14:35～16:50）

センター棟310

事例発表

15

5,500円

首里城火災からの復元の
　　　　　　　　取組み状況について
内閣府 沖縄総合事務局 首里城復元整備推進室 副室長
国営沖縄記念公園事務所 建設専門官 古木 治郎
　　　　　　

4,400円

一般財団法人 公園財団 公園管理運営研究所
  　　　　　  開発研究部   石井 裕子

震災時における避難生活の場としての都市公園　 
運営について（熊本市をケーススタディとして）

主催挨拶

新横浜公園の水防 ～遊水地内の公園管理事例～
公益財団法人 横浜市スポーツ協会
　　　　公園管理局担当局長兼技術監理部長　山本 英

震災経験を活かした緑化推進政策について　
  ～東日本大震災を乗り越えて～
　　浦安市都市整備部 みどり公園課 副主査　湯浅 太郎

環境変化に対応した防災・減災の
   取り組み強化について
公益財団法人 東京都公園協会 防災担当課長　小笠原 明子

※会場参加の方はマスクの着用をお願い致します。
※当日、37.5℃以上の発熱のある方、体調の優れない方の
    参加はご遠慮ください。



フリガナ

申込者名

TEL FAX

E-mail

造園CPD会員番号
（12ｹﾀ）

参加費の振込
※事前振込み

振込日 月 日 振込金額 円

通信欄

■参加費を下記の口座にお振込後、FAXまたはメールにてお申込ください。

 　※事前振込が難しい場合はご相談ください（振込み期限：2月9日）。

 　※締切間近はお振込み前に定員に達していないか一度お問合せください。

　※振込手数料はご負担願います。

　 ＜みずほ銀行　新橋支店　普通口座　０６４４５５７　一般財団法人　公園財団＞

■入金の際は団体名をご入力ください。

　 複数の事務所からお申込の場合は申込者名もお願いいたします。

■領収書は、金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。

■別途、領収書や請求書が必要な方は、宛名とともに通信欄にご記入いただき、お早めにお申し込みください。

■お申込み及び参加費の確認後、2月10日（水）までに参加証を送付いたします。

　 それ以降に参加証が届いていない場合は、必ず事務局までご連絡ください。

■一度お振込みいただいた参加費は、返金できませんので、ご了承ください。 　
■皆様の個人情報を当財団フォーラム等講習会の運営以外の目的で使用することはありません。

■申込締切日：2021年2月9日（火）必着

事務局記入欄

入金　　　　　　請求書　　　　　　参加証

参加者名
フ リ ガ ナ

所属部署・役職等

※1　分科会は必ずどちらかに○をつけてください。未選択や２つとも○が付いている場合は、事務局で振り分けさせていただきます。
※2　会員区分　　１．公園財団賛助会員　　２．日本公園緑地協会 　　３．公園管理運営士会会員　　４．一般

　（各区分の参加費が異なりますので、ご注意ください。１～３：￥４，４００、４：￥５，５００）

１．第１分科会

２．第２分科会
１ ・ ２ ・ ３ ・ ４

１．第１分科会

２．第２分科会

１．オンライン

２．会場参加

１．オンライン

２．会場参加

１．オンライン

２．会場参加

希望する分科会※1
会員区分

※2 下記区分を参照

１．第１分科会

２．第２分科会
１ ・ ２ ・ ３ ・ ４

参加方法

１ ・ ２ ・ ３ ・ ４

住　　所

〒

連 絡 先

FAX ： ０３-６６７４-１１９０      　E-mail ：  staff-midori@prfj.or.jp

第１8回 公園管理運営フォーラム 参加申込書
一般財団法人公園財団　公園管理運営フォーラム事務局　　大竹・森崎・高橋　宛

申込日：　　　　　　年　　　月　　　日

団体名

振込明細書添付欄

※別途、PDFや画像での添付をお願いします。


