
増子輝彦国土交通委員長：都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

都市公園の今後のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今国会に提出されました都市緑地法等の一部改正案につき
まして質問をさせていただきます。
　私は、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、四国、中部の整備局長として、あるいは近畿の企画
部長として、公園事業につきましても携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　まず、都市公園といいますと、私にとりましては、皆様もそうかもしれませんが、ブランコとか滑り台とか鉄
棒とか砂場とかジャングルジムだとか、そういった遊具が画一的に配置されている児童公園、これが頭に浮かび
ます。高度成長期の子供たちにとりましては安全に遊ぶことができる貴重な空間であり、かつては元気に遊び回
る子供たちの声があふれていたように思います。しかし、最近では少子化や子供たちの生活パターンの変化で、
あちらこちらで設備も古びてしまい閑散とした小さな公園が目に付くようになってまいりました。もったいな
い、そのように感じております。
　私にとりまして公園に対する考え方が変わりましたのは、実は新婚
旅行でニュージーランドのクライストチャーチを訪れたのがきっかけ
でございます。お手元に資料１を配付させていただきましたが、ハグ
レイ公園というんですけれども、豊かな森のある広大な緑地の中で
人々がゆったりと散策を楽しみまして、そんな中を自然豊かな川が流
れ、そこで川遊びをする人たちがいる、そんな光景を目にしてから公
園に対する考え方が大きく変わりました。児童公園の中で与えられた
遊具で遊ぶのではなくて、ゆったりとそこで過ごすことのできる、そ
ういう公園に憧れを持ちました。
　そのような目で見ると、都内にも新宿御苑だとか代々木公園、砧公
園など魅力的な公園があります。しかし、そのような公園は限定的で
ありまして、わざわざ出かけていかなければ体験できません。こうし
た公園をもっと身近に何とか増やせないか、私はそういうふうに思っ
ております。
　最近の東京を見てみますと少しずつ変化が生じてきているように思
います。六本木ヒルズやミッドタウン、二子玉川など大規模な市街地
再開発に合わせまして、ゆったりと過ごすことのできる緑とオープン
スペースが整備され、そういう雰囲気を楽しむため、たくさんの皆さんがそこに訪れています。こうした公園を
もっともっと増やしていただきたい、私はそういうふうに思っております。
　恐らく国土交通省の皆さんにも、特に都市局の皆さんには、都市公園に対して様々な熱い思いがあるのではな

いでしょうか。都市においてこれからの公園はどのような考え方で造っていくべき
か、お考えを伺います。

栗田都市局長：都市公園は良好な都市環境を形成し、市民のレクリエーション活動、
健康活動、文化活動等の場となるとともに、災害時の避難場所となる場を提供する
など、都市において多様な役割を有しております。これまでに都市公園の計画的な
整備を進めてきた結果、平成27年度末現在での全国の面積は約12万4,000ヘクター
ルに達しております。一人当たりの都市公園面積は約10.3平米となっております。
　他方、質的側面に着目いたしますと、都市公園に求められる役割は時代背景によっ
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都市緑地の維持管理への造園業界の参画について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　是非、地方で頑張っている、きらりと光るようなこうした施設に国としてもしっかり支援ができるように検討
を進めていただきたいというふうに思います。
　また、今日は道路局長には声を掛けておりませんが、四国８の字ネットワークという高速道路のネットワーク
についても、このモネの庭のためだけではなくて、南海トラフ巨大地震対応というような観点からも一日も早く
整備するようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、都市における緑地の保全について伺いたいと思います。
　緑地を開発してどんどん宅地化する時代ではなくなったと思います。一方、人口の減少に伴いまして、都市内
で使い道のない空き地が増えていくことに対して、緑地の有する多機能性を考慮して保全、確保していくことが
大事だというふうに考えます。しかし、都市緑地もしっかり管理しなければ荒れ果てていきます。少しでもそう
したことに歯止めを掛けるには、緑地管理の担い手を幅広く、市民団体やNPO法人、企業等に広げていくこと
が大切だというふうに思います。
　今回の法改正で考えている都市緑地の維持管理の担い手として民間主体を対象に加える効果について伺いま
す。また、その民間に緑という分野で専門的な技術を有する造園業者の皆さんに是非参画していただきたいと思
いますけれども、その可能性があるのか、併せて伺います。

栗田都市局長：都市における緑地は、潤いのある豊かな都市空間の形成に不可欠なものでございます。しかし、
財政制約等から地方公共団体が公園緑地の整備や維持保全を自ら行うことが困難となってきておりまして、民間
の力を最大限活用することも重要と考えております。
　現在でも、まちづくり会社や自治会等の住
民団体が広く住民が利用するような緑地を整
備、管理している例が見られます。また、企
業等が質の高い緑地を中心市街地等で自ら創
出して管理している取組も増えてきていると
ころでございます。
　これまで緑地の保全等の活動を行っていた
だく者を認知する制度でございます緑地保全・
緑化推進法人、この指定対象は社団、財団、
NPO法人等に限られておりました。今般の法
改正におきまして、このような都市の緑地の
保全及び緑化の推進に資する活動を行ってい
る民間会社等を緑地保全・緑化推進法人の対
象に追加することとしたいと考えております。
　このような民間会社等を公的に信任し緑地
創出の担い手としての位置付けを持っていただくことで、その取組を一層推進して、地方公共団体による緑地の
保全、緑化の推進を補完していただきたいと考えております。
　造園会社につきましてのお尋ねがございました。
　造園会社は元々、緑地の保全あるいは緑化の推進に関する技術、ノウハウを備えた専門家集団でございます。
現在、全国の各地で150社以上の造園会社が指定管理者として都市公園の管理運営を行っております。このよう
に豊かな実績を有する多くの造園会社が緑地保全・緑化推進法人の位置付けを得て、緑地の保全、緑化の推進の
担い手として今後ますます活躍いただけるものと期待しておるところでございます。

　今般の法改正では、このような取組をより一層推進する仕組みとして、公募による公共還元型の収益施設の設
置管理制度を創設することとしております。本制度は、園路や広場など、これまで地方公共団体が整備していた
施設も民間事業者に一体的に計画、整備、管理していただくものでございます。民間活力による地域の魅力を高
めるような都市公園のリニューアルを各地で推進してまいりたいと考えております。

地方の優れた公園への支援について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　民間のセンスを入れて魅力的な公園を増やしていただきたい、そういうふ
うに思っております。
　次に、町の顔となります公園の個性の創出、公園のブランド化という観点
で伺いたいと思います。
　配付資料の２を御覧いただければと思います。
　四国の高知県の東部に北川村という人口1,300人ぐらいの小さな村がござ
います。坂本龍馬の盟友の中岡慎太郎が生まれたところでもありますが、い
わゆる四国８の字ネットワークと呼ばれる高速道路のうち、徳島から室戸岬
の方を回って高知と結ぶ区間がまだつながっていないため、交通の便は良くありません。
　ここに、しかし、北川村モネの庭マルモッタンという公園がございます。印象派の画家クロード・モネのフラ
ンスにありますジベルニーという、そこにあります庭、それを再現した公園でございます。今の村長の上村さん
が若い頃、現地と直接交渉して、ちゃんと本家の許可を得て導入し、名前もいただいた公園です。実にこれがいい、
そういうふうに思います。モネの「睡蓮」の絵のとおりの池があり、橋があります。こういう魅力のあるブラン
ドをしっかり有する公園が大事だというふうに思っております。ちょっと遠いんですけれども、是非とも皆様
にも一度訪れていただければ有り難いというふうに思います。
　こうしたブランドを大事にするには、特にこうした地方部におきましては行政の役割が大事であります。この
モネの庭も村主導で整備したものでございます。こうした魅力ある施設にとっても、更新も大事ですし、メンテ
ナンスも必要になってきます。地方の自治体が頑張って維持している、レベルの高い超一流のこうした施設に対
しまして、国としてどのような支援ができるのか、伺いたいと思います。

栗田都市局長：いわゆる公園というように申しますと、都市公園法に基づきまして主として都市計画区域内で設
置される都市公園以外にも、今御紹介がありましたようなモネの庭のように、地方公共団体が条例等に基づきま
して独自に設置管理している公園もございます。地域のブランド価値向上につながっているものも多数あると思
います。
　このような地方公共団体が独自に設置管理し、地域の魅力を高めるような公園の整備につきましては、都市計
画区域外に位置しまして農山漁村地域の生活環境の向上に資する公園で、一定の要件を満たすものにつきまして
は、これまでも社会資本整備総合交付金により支援を行っているところでございます。

　また、地方公共団体が独自に設置されておられる公園の場
合、都市公園のように施設の設置管理許可期間ですとか建蔽
率等の制約がございません。したがいまして、独自に工夫を
いただいて、民間活力を活用した質の高い公園の整備を行っ
ていただくこともまた可能であるというようにも考えており
ます。
　今後とも、今般の法改正の趣旨を、都市公園に限らず、条
例等に基づく公園の整備、管理にも生かしていただきますよ
うに幅広く周知していくことで、地域の魅力を高めるような
公園の整備を進めてまいりたいと考えております。

　また、広島市の京橋川は、繁華街や駅も近い市の中心部にありながら、かつては人通りの少ない川でございま
したが、平成16年から川沿いにオープンカフェの設置を開始して以降、今では８軒の店舗が建ち並び、平成27年度
には年間８万人を超える利用客が昼夜を問わず水辺で飲食を楽しむ新しい広島のにぎわいの場になっております。
　御紹介いたしました地域のように、川の魅力を活用して地域の活性化を行うかわまちづくりが全国各地で進め
られているところでございまして、国土交通省といたしましては、今後も引き続き市町村や地域の皆様によるか
わまちづくりを支援してまいりたいと考えているところでございます。

ミズベリングの今後の展開について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　御紹介のありました広島の京橋川の川沿いのレストランですけれども、先週ちょっと行ってまいりまして、
ちょっと一杯ビールをいただいてまいりましたけれども、とてもすばらしい雰囲気で良かったと思います。
　ただ、全国的にかわまちづくり見ますと、まだまだお化
粧だけ、川だけで考えているという取組も見られます。若
干苦言を呈するようでございますけれども、しっかりとま
ちづくりと一体となってこれから整備を進めていっていた
だきたいというふうに思います。
　次に、最近、まあ一部だと思いますが、注目を集め始め
ているミズベリングという新たな活動について伺いたいと
思います。
　私が国土交通省で水管理・国土保全局長、山田さんの四
代前の局長をしていたときには、私自身は他の業務に追わ
れておりまして余り関わることはできませんでしたけれど
も、このミズベリングは、行政は主役ではなくて市民や企
業が主体となったいわゆるソーシャルデザイン、エリアマ
ネジメント的な考え方のものだと聞いております。水辺を
きっかけに、町を楽しく豊かな暮らしを実現するような場
として取り込んでいこうというような動きというふうに聞
いております。
　配付した資料５は岐阜県高山市の宮川の例でございます
けれども、私のような河川管理に携わった者にとりまして
は、洪水が来るかもしれないような空間にこんな施設を設
けるのはとても驚くべき光景ではございますけれども、これもまた市民ならではのユニークで画期的な取組が始
まっているように思います。
　ミズベリングのこれからの可能性、そしてまちづくりに与える効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　ミズベリングは、これまで身近にある川をほとんど意識していなかった人々ですとか、あるいは民間企業の方々
が改めて川の価値を見出して主体的に川の魅力を活用しようとする新しい活動でございます。国土交通省といた
しましても、この水辺への関心を高める機会の提供などによりましてこの活動を積極的に支援しているところで
ございます。
　平成26年に活動を開始して以降、地元市町村、民間企業、地域住民などが連携し協力し合う動きが広がり始め、
様々な立場の参加者が自由な発想で水辺活用のアイデアを提示し、各地域においてアイデアを実現させるため、
全国で50件を超えるミズベリング会議が開催され、これまでの水辺活用の殻を破った活動が繰り広げられてい
るところでございます。
　例えば、新潟市の信濃川では、地域住民の皆様による水辺活用の人気投票を行うなどのミズベリングの活動に

まちづくりにおける川や水辺の活用について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。
　造園業界の皆さんは緑の専門家として活躍できる大事な
担い手であります。また、そこに住んで、災害時には地域
の守り手としても活躍していただいている方々でもござい
ます。是非とも、技術と意欲のある造園業界の皆さんにこ
うした分野への参画を期待したいというふうに思います。
また、造園業界の皆様にも、そのようなチャンスが訪れた
ときにしっかりと活躍できるように日頃から準備に努めて
いただきたいと、そういうふうに思っております。
　そのほかにも、今回の法改正では、都市公園内で保育所
などの施設を設置することを可能にしたり、用途地域とし
て田園住居地域を創設して農地と調和した住居環境を保護
するなど、重要な施策がたくさん盛り込まれております。
私は賛成の立場でございますので、できるだけ速やかに法
改正を行い、実施に移していっていただきたいというふう
に思います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、まちづくりにおけます川や水辺の活用につ
いて伺いたいと思います。
　都市において公園や緑地、農地などとともに大事な要素
が川や水辺だというふうに思っております。しかし、私な
どは河川管理者の立場で、どうしても川の中からだけで考える、あるいは川の方だけから見て考える、そういう
ような狭い視野でこれまで川を考えてきてしまったのではないかというふうに反省をいたしております。
　最近ようやく、かわまちづくりといいまして、一歩進めて、川だけではなくて背後地との連携も含めて川づく
りを考えていこうという取組が出てき始めました。東京の日本橋川、大阪の道頓堀川、広島の太田川、徳島の新
町川などが代表的な例だと思います。
　配付した資料４でございますが、徳島の新町川でございます。これまで川に背を向けていたお店が川に向けて
扉を設けて、町が川に向けて開かれてきている、そういうような象徴的な川でもございます。こうしたかわまち
づくりの実情とその効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　委員御指摘のかわまちづくりでございますが、これは市町村、それから民間事業
者、地域の方々等と連携をいたしまして、川が有します自然、歴史、安らぎ等の魅
力を地域の資源として活用することによりまして、町に新たな人の流れをつくり、
にぎわいの場の創出や、あるいは観光振興などの地域活性化を行うものでございます。
　そのため、国土交通省では、かわまちづくり支援制度によりまして、水辺の基盤
整備や、あるいは民間事業者の方々によります河川利用の制度促進など、ハード、
ソフトの両面から支援をしているところでございます。
　この支援制度には、今年度新規に登録されました12か所を含めて169か所が登録

されておりまして、全国各地でかわまちづくりが進められているところでございます。
　例えば、先ほど委員も御紹介にございました大阪市の道頓堀川でございますが、川沿いの遊歩道を整備すると
ともに、民間事業者によります水辺空間活用を行ったところ、これまで川に背を向けていた店舗が、平成27年
度時点で78件、川側に入口を設けるなど、川に面した空間が一変して更ににぎわいのある観光地となっており
ます。

よりまして、新潟市内の飲食店経営者の水辺への関心が一気に高まりました。これを受けまして、平成28年に
都市・地域再生等利用区域に指定をし、河川敷を活用した期間限定の11軒の店舗営業が実現をいたしました。
その結果、夏場を中心とした三か月間で推計約３万人の利用客でにぎわったところでございまして、今後は利用
区域全体での飲食店や売店等の営業活動につきまして、民間事業者を中心にしたエリアマネジメントが開始さ
れる予定でございます。
　このように、ミズベリングの活動にはマーケティングや地域のブランド化に関するノウハウを有する民間企業
の関わりが重要であると考えているところでございます。多くの参加者がこれまでにない斬新な視点で主体的な
水辺活用を行おうとするミズベリングの活動は、魅力と個性あふれるまちづくりを進めていく上で大変効果的で
あると考えておりまして、国土交通省といたしましては、今後とも全国でこのような活動が進むよう支援してま
いりたいと考えているところでございます。

美しく豊かなまちづくりに向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　未来を先取りしたようなすばらしい取組だというふうに思いますので、是非ともこれもまちづくりと一体と
なって進むようにお願いをしたいというふうに思います。大臣、副大臣、政務官、都市局長にも是非ともこの取
組を応援していただければ有り難いというふうに思います。
　それでは、最後の質問に参ります。
　これからの美しく豊かなまちづくり、大変大事なことだというふうに思います。今お話をしました水辺を活用
して町を楽しく豊かな空間にしていく取組も大事な取組だというふうに思います。今回の法改正を契機として、
水辺の活用も含めまして、すばらしいまちづくりが進むように私も期待をいたしております。
　これからの美しく豊かなまちづくりに向けまして、水辺空間の活用も含めまして、大臣の御決意を伺いたいと
思います。

石井国土交通大臣：都市における公園、緑地、河川空間等のオープンスペースは、
景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を有し、美しく潤いのある都市
空間の形成に不可欠であります。また、美しく緑豊かなまちづくりを進めるた
めには、まちづくりの主体である地方公共団体が多様な主体の参画を得つつ、
地域の自然や文化に根差した魅力と個性あふれるまちづくりを進めることが重
要と考えております。
　特に、人口減少社会におきましては、地方公共団体の財政等の制約の下、こ
のようなオープンスペースを生み出し、守り育てるためには、民間の力も最大
限活用することが重要であります。このため、今回の法案に公共還元型の収益
施設の設置管理制度等の施策を盛り込んだところであります。また、河川が有
する魅力を活用し、町に新たなにぎわいを創出するミズベリングの活動などを
通じたかわまちづくりの取

組も推進することで、オープンスペースの質を向上させ、地
域の魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
　こういった取組を通じまして、水辺空間を含め、美しく緑
豊かな都市空間の形成に全力で取り組んでまいりたいと考え
ております。

足立敏之委員：石井大臣のリーダーシップに大いに期待をし
まして、質問を終えたいと思います。
　ありがとうございました。
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増子輝彦国土交通委員長：都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

都市公園の今後のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今国会に提出されました都市緑地法等の一部改正案につき
まして質問をさせていただきます。
　私は、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、四国、中部の整備局長として、あるいは近畿の企画
部長として、公園事業につきましても携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　まず、都市公園といいますと、私にとりましては、皆様もそうかもしれませんが、ブランコとか滑り台とか鉄
棒とか砂場とかジャングルジムだとか、そういった遊具が画一的に配置されている児童公園、これが頭に浮かび
ます。高度成長期の子供たちにとりましては安全に遊ぶことができる貴重な空間であり、かつては元気に遊び回
る子供たちの声があふれていたように思います。しかし、最近では少子化や子供たちの生活パターンの変化で、
あちらこちらで設備も古びてしまい閑散とした小さな公園が目に付くようになってまいりました。もったいな
い、そのように感じております。
　私にとりまして公園に対する考え方が変わりましたのは、実は新婚
旅行でニュージーランドのクライストチャーチを訪れたのがきっかけ
でございます。お手元に資料１を配付させていただきましたが、ハグ
レイ公園というんですけれども、豊かな森のある広大な緑地の中で
人々がゆったりと散策を楽しみまして、そんな中を自然豊かな川が流
れ、そこで川遊びをする人たちがいる、そんな光景を目にしてから公
園に対する考え方が大きく変わりました。児童公園の中で与えられた
遊具で遊ぶのではなくて、ゆったりとそこで過ごすことのできる、そ
ういう公園に憧れを持ちました。
　そのような目で見ると、都内にも新宿御苑だとか代々木公園、砧公
園など魅力的な公園があります。しかし、そのような公園は限定的で
ありまして、わざわざ出かけていかなければ体験できません。こうし
た公園をもっと身近に何とか増やせないか、私はそういうふうに思っ
ております。
　最近の東京を見てみますと少しずつ変化が生じてきているように思
います。六本木ヒルズやミッドタウン、二子玉川など大規模な市街地
再開発に合わせまして、ゆったりと過ごすことのできる緑とオープン
スペースが整備され、そういう雰囲気を楽しむため、たくさんの皆さんがそこに訪れています。こうした公園を
もっともっと増やしていただきたい、私はそういうふうに思っております。
　恐らく国土交通省の皆さんにも、特に都市局の皆さんには、都市公園に対して様々な熱い思いがあるのではな

いでしょうか。都市においてこれからの公園はどのような考え方で造っていくべき
か、お考えを伺います。

栗田都市局長：都市公園は良好な都市環境を形成し、市民のレクリエーション活動、
健康活動、文化活動等の場となるとともに、災害時の避難場所となる場を提供する
など、都市において多様な役割を有しております。これまでに都市公園の計画的な
整備を進めてきた結果、平成27年度末現在での全国の面積は約12万4,000ヘクター
ルに達しております。一人当たりの都市公園面積は約10.3平米となっております。
　他方、質的側面に着目いたしますと、都市公園に求められる役割は時代背景によっ
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都市緑地の維持管理への造園業界の参画について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　是非、地方で頑張っている、きらりと光るようなこうした施設に国としてもしっかり支援ができるように検討
を進めていただきたいというふうに思います。
　また、今日は道路局長には声を掛けておりませんが、四国８の字ネットワークという高速道路のネットワーク
についても、このモネの庭のためだけではなくて、南海トラフ巨大地震対応というような観点からも一日も早く
整備するようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、都市における緑地の保全について伺いたいと思います。
　緑地を開発してどんどん宅地化する時代ではなくなったと思います。一方、人口の減少に伴いまして、都市内
で使い道のない空き地が増えていくことに対して、緑地の有する多機能性を考慮して保全、確保していくことが
大事だというふうに考えます。しかし、都市緑地もしっかり管理しなければ荒れ果てていきます。少しでもそう
したことに歯止めを掛けるには、緑地管理の担い手を幅広く、市民団体やNPO法人、企業等に広げていくこと
が大切だというふうに思います。
　今回の法改正で考えている都市緑地の維持管理の担い手として民間主体を対象に加える効果について伺いま
す。また、その民間に緑という分野で専門的な技術を有する造園業者の皆さんに是非参画していただきたいと思
いますけれども、その可能性があるのか、併せて伺います。

栗田都市局長：都市における緑地は、潤いのある豊かな都市空間の形成に不可欠なものでございます。しかし、
財政制約等から地方公共団体が公園緑地の整備や維持保全を自ら行うことが困難となってきておりまして、民間
の力を最大限活用することも重要と考えております。
　現在でも、まちづくり会社や自治会等の住
民団体が広く住民が利用するような緑地を整
備、管理している例が見られます。また、企
業等が質の高い緑地を中心市街地等で自ら創
出して管理している取組も増えてきていると
ころでございます。
　これまで緑地の保全等の活動を行っていた
だく者を認知する制度でございます緑地保全・
緑化推進法人、この指定対象は社団、財団、
NPO法人等に限られておりました。今般の法
改正におきまして、このような都市の緑地の
保全及び緑化の推進に資する活動を行ってい
る民間会社等を緑地保全・緑化推進法人の対
象に追加することとしたいと考えております。
　このような民間会社等を公的に信任し緑地
創出の担い手としての位置付けを持っていただくことで、その取組を一層推進して、地方公共団体による緑地の
保全、緑化の推進を補完していただきたいと考えております。
　造園会社につきましてのお尋ねがございました。
　造園会社は元々、緑地の保全あるいは緑化の推進に関する技術、ノウハウを備えた専門家集団でございます。
現在、全国の各地で150社以上の造園会社が指定管理者として都市公園の管理運営を行っております。このよう
に豊かな実績を有する多くの造園会社が緑地保全・緑化推進法人の位置付けを得て、緑地の保全、緑化の推進の
担い手として今後ますます活躍いただけるものと期待しておるところでございます。

　今般の法改正では、このような取組をより一層推進する仕組みとして、公募による公共還元型の収益施設の設
置管理制度を創設することとしております。本制度は、園路や広場など、これまで地方公共団体が整備していた
施設も民間事業者に一体的に計画、整備、管理していただくものでございます。民間活力による地域の魅力を高
めるような都市公園のリニューアルを各地で推進してまいりたいと考えております。

地方の優れた公園への支援について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　民間のセンスを入れて魅力的な公園を増やしていただきたい、そういうふ
うに思っております。
　次に、町の顔となります公園の個性の創出、公園のブランド化という観点
で伺いたいと思います。
　配付資料の２を御覧いただければと思います。
　四国の高知県の東部に北川村という人口1,300人ぐらいの小さな村がござ
います。坂本龍馬の盟友の中岡慎太郎が生まれたところでもありますが、い
わゆる四国８の字ネットワークと呼ばれる高速道路のうち、徳島から室戸岬
の方を回って高知と結ぶ区間がまだつながっていないため、交通の便は良くありません。
　ここに、しかし、北川村モネの庭マルモッタンという公園がございます。印象派の画家クロード・モネのフラ
ンスにありますジベルニーという、そこにあります庭、それを再現した公園でございます。今の村長の上村さん
が若い頃、現地と直接交渉して、ちゃんと本家の許可を得て導入し、名前もいただいた公園です。実にこれがいい、
そういうふうに思います。モネの「睡蓮」の絵のとおりの池があり、橋があります。こういう魅力のあるブラン
ドをしっかり有する公園が大事だというふうに思っております。ちょっと遠いんですけれども、是非とも皆様
にも一度訪れていただければ有り難いというふうに思います。
　こうしたブランドを大事にするには、特にこうした地方部におきましては行政の役割が大事であります。この
モネの庭も村主導で整備したものでございます。こうした魅力ある施設にとっても、更新も大事ですし、メンテ
ナンスも必要になってきます。地方の自治体が頑張って維持している、レベルの高い超一流のこうした施設に対
しまして、国としてどのような支援ができるのか、伺いたいと思います。

栗田都市局長：いわゆる公園というように申しますと、都市公園法に基づきまして主として都市計画区域内で設
置される都市公園以外にも、今御紹介がありましたようなモネの庭のように、地方公共団体が条例等に基づきま
して独自に設置管理している公園もございます。地域のブランド価値向上につながっているものも多数あると思
います。
　このような地方公共団体が独自に設置管理し、地域の魅力を高めるような公園の整備につきましては、都市計
画区域外に位置しまして農山漁村地域の生活環境の向上に資する公園で、一定の要件を満たすものにつきまして
は、これまでも社会資本整備総合交付金により支援を行っているところでございます。

　また、地方公共団体が独自に設置されておられる公園の場
合、都市公園のように施設の設置管理許可期間ですとか建蔽
率等の制約がございません。したがいまして、独自に工夫を
いただいて、民間活力を活用した質の高い公園の整備を行っ
ていただくこともまた可能であるというようにも考えており
ます。
　今後とも、今般の法改正の趣旨を、都市公園に限らず、条
例等に基づく公園の整備、管理にも生かしていただきますよ
うに幅広く周知していくことで、地域の魅力を高めるような
公園の整備を進めてまいりたいと考えております。

　また、広島市の京橋川は、繁華街や駅も近い市の中心部にありながら、かつては人通りの少ない川でございま
したが、平成16年から川沿いにオープンカフェの設置を開始して以降、今では８軒の店舗が建ち並び、平成27年度
には年間８万人を超える利用客が昼夜を問わず水辺で飲食を楽しむ新しい広島のにぎわいの場になっております。
　御紹介いたしました地域のように、川の魅力を活用して地域の活性化を行うかわまちづくりが全国各地で進め
られているところでございまして、国土交通省といたしましては、今後も引き続き市町村や地域の皆様によるか
わまちづくりを支援してまいりたいと考えているところでございます。

ミズベリングの今後の展開について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　御紹介のありました広島の京橋川の川沿いのレストランですけれども、先週ちょっと行ってまいりまして、
ちょっと一杯ビールをいただいてまいりましたけれども、とてもすばらしい雰囲気で良かったと思います。
　ただ、全国的にかわまちづくり見ますと、まだまだお化
粧だけ、川だけで考えているという取組も見られます。若
干苦言を呈するようでございますけれども、しっかりとま
ちづくりと一体となってこれから整備を進めていっていた
だきたいというふうに思います。
　次に、最近、まあ一部だと思いますが、注目を集め始め
ているミズベリングという新たな活動について伺いたいと
思います。
　私が国土交通省で水管理・国土保全局長、山田さんの四
代前の局長をしていたときには、私自身は他の業務に追わ
れておりまして余り関わることはできませんでしたけれど
も、このミズベリングは、行政は主役ではなくて市民や企
業が主体となったいわゆるソーシャルデザイン、エリアマ
ネジメント的な考え方のものだと聞いております。水辺を
きっかけに、町を楽しく豊かな暮らしを実現するような場
として取り込んでいこうというような動きというふうに聞
いております。
　配付した資料５は岐阜県高山市の宮川の例でございます
けれども、私のような河川管理に携わった者にとりまして
は、洪水が来るかもしれないような空間にこんな施設を設
けるのはとても驚くべき光景ではございますけれども、これもまた市民ならではのユニークで画期的な取組が始
まっているように思います。
　ミズベリングのこれからの可能性、そしてまちづくりに与える効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　ミズベリングは、これまで身近にある川をほとんど意識していなかった人々ですとか、あるいは民間企業の方々
が改めて川の価値を見出して主体的に川の魅力を活用しようとする新しい活動でございます。国土交通省といた
しましても、この水辺への関心を高める機会の提供などによりましてこの活動を積極的に支援しているところで
ございます。
　平成26年に活動を開始して以降、地元市町村、民間企業、地域住民などが連携し協力し合う動きが広がり始め、
様々な立場の参加者が自由な発想で水辺活用のアイデアを提示し、各地域においてアイデアを実現させるため、
全国で50件を超えるミズベリング会議が開催され、これまでの水辺活用の殻を破った活動が繰り広げられてい
るところでございます。
　例えば、新潟市の信濃川では、地域住民の皆様による水辺活用の人気投票を行うなどのミズベリングの活動に

まちづくりにおける川や水辺の活用について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。
　造園業界の皆さんは緑の専門家として活躍できる大事な
担い手であります。また、そこに住んで、災害時には地域
の守り手としても活躍していただいている方々でもござい
ます。是非とも、技術と意欲のある造園業界の皆さんにこ
うした分野への参画を期待したいというふうに思います。
また、造園業界の皆様にも、そのようなチャンスが訪れた
ときにしっかりと活躍できるように日頃から準備に努めて
いただきたいと、そういうふうに思っております。
　そのほかにも、今回の法改正では、都市公園内で保育所
などの施設を設置することを可能にしたり、用途地域とし
て田園住居地域を創設して農地と調和した住居環境を保護
するなど、重要な施策がたくさん盛り込まれております。
私は賛成の立場でございますので、できるだけ速やかに法
改正を行い、実施に移していっていただきたいというふう
に思います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、まちづくりにおけます川や水辺の活用につ
いて伺いたいと思います。
　都市において公園や緑地、農地などとともに大事な要素
が川や水辺だというふうに思っております。しかし、私な
どは河川管理者の立場で、どうしても川の中からだけで考える、あるいは川の方だけから見て考える、そういう
ような狭い視野でこれまで川を考えてきてしまったのではないかというふうに反省をいたしております。
　最近ようやく、かわまちづくりといいまして、一歩進めて、川だけではなくて背後地との連携も含めて川づく
りを考えていこうという取組が出てき始めました。東京の日本橋川、大阪の道頓堀川、広島の太田川、徳島の新
町川などが代表的な例だと思います。
　配付した資料４でございますが、徳島の新町川でございます。これまで川に背を向けていたお店が川に向けて
扉を設けて、町が川に向けて開かれてきている、そういうような象徴的な川でもございます。こうしたかわまち
づくりの実情とその効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　委員御指摘のかわまちづくりでございますが、これは市町村、それから民間事業
者、地域の方々等と連携をいたしまして、川が有します自然、歴史、安らぎ等の魅
力を地域の資源として活用することによりまして、町に新たな人の流れをつくり、
にぎわいの場の創出や、あるいは観光振興などの地域活性化を行うものでございます。
　そのため、国土交通省では、かわまちづくり支援制度によりまして、水辺の基盤
整備や、あるいは民間事業者の方々によります河川利用の制度促進など、ハード、
ソフトの両面から支援をしているところでございます。
　この支援制度には、今年度新規に登録されました12か所を含めて169か所が登録

されておりまして、全国各地でかわまちづくりが進められているところでございます。
　例えば、先ほど委員も御紹介にございました大阪市の道頓堀川でございますが、川沿いの遊歩道を整備すると
ともに、民間事業者によります水辺空間活用を行ったところ、これまで川に背を向けていた店舗が、平成27年
度時点で78件、川側に入口を設けるなど、川に面した空間が一変して更ににぎわいのある観光地となっており
ます。
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資料１：クライストチャーチのハグレイ公園

よりまして、新潟市内の飲食店経営者の水辺への関心が一気に高まりました。これを受けまして、平成28年に
都市・地域再生等利用区域に指定をし、河川敷を活用した期間限定の11軒の店舗営業が実現をいたしました。
その結果、夏場を中心とした三か月間で推計約３万人の利用客でにぎわったところでございまして、今後は利用
区域全体での飲食店や売店等の営業活動につきまして、民間事業者を中心にしたエリアマネジメントが開始さ
れる予定でございます。
　このように、ミズベリングの活動にはマーケティングや地域のブランド化に関するノウハウを有する民間企業
の関わりが重要であると考えているところでございます。多くの参加者がこれまでにない斬新な視点で主体的な
水辺活用を行おうとするミズベリングの活動は、魅力と個性あふれるまちづくりを進めていく上で大変効果的で
あると考えておりまして、国土交通省といたしましては、今後とも全国でこのような活動が進むよう支援してま
いりたいと考えているところでございます。

美しく豊かなまちづくりに向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　未来を先取りしたようなすばらしい取組だというふうに思いますので、是非ともこれもまちづくりと一体と
なって進むようにお願いをしたいというふうに思います。大臣、副大臣、政務官、都市局長にも是非ともこの取
組を応援していただければ有り難いというふうに思います。
　それでは、最後の質問に参ります。
　これからの美しく豊かなまちづくり、大変大事なことだというふうに思います。今お話をしました水辺を活用
して町を楽しく豊かな空間にしていく取組も大事な取組だというふうに思います。今回の法改正を契機として、
水辺の活用も含めまして、すばらしいまちづくりが進むように私も期待をいたしております。
　これからの美しく豊かなまちづくりに向けまして、水辺空間の活用も含めまして、大臣の御決意を伺いたいと
思います。

石井国土交通大臣：都市における公園、緑地、河川空間等のオープンスペースは、
景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を有し、美しく潤いのある都市
空間の形成に不可欠であります。また、美しく緑豊かなまちづくりを進めるた
めには、まちづくりの主体である地方公共団体が多様な主体の参画を得つつ、
地域の自然や文化に根差した魅力と個性あふれるまちづくりを進めることが重
要と考えております。
　特に、人口減少社会におきましては、地方公共団体の財政等の制約の下、こ
のようなオープンスペースを生み出し、守り育てるためには、民間の力も最大
限活用することが重要であります。このため、今回の法案に公共還元型の収益
施設の設置管理制度等の施策を盛り込んだところであります。また、河川が有
する魅力を活用し、町に新たなにぎわいを創出するミズベリングの活動などを
通じたかわまちづくりの取

組も推進することで、オープンスペースの質を向上させ、地
域の魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
　こういった取組を通じまして、水辺空間を含め、美しく緑
豊かな都市空間の形成に全力で取り組んでまいりたいと考え
ております。

足立敏之委員：石井大臣のリーダーシップに大いに期待をし
まして、質問を終えたいと思います。
　ありがとうございました。



増子輝彦国土交通委員長：都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

都市公園の今後のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今国会に提出されました都市緑地法等の一部改正案につき
まして質問をさせていただきます。
　私は、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、四国、中部の整備局長として、あるいは近畿の企画
部長として、公園事業につきましても携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　まず、都市公園といいますと、私にとりましては、皆様もそうかもしれませんが、ブランコとか滑り台とか鉄
棒とか砂場とかジャングルジムだとか、そういった遊具が画一的に配置されている児童公園、これが頭に浮かび
ます。高度成長期の子供たちにとりましては安全に遊ぶことができる貴重な空間であり、かつては元気に遊び回
る子供たちの声があふれていたように思います。しかし、最近では少子化や子供たちの生活パターンの変化で、
あちらこちらで設備も古びてしまい閑散とした小さな公園が目に付くようになってまいりました。もったいな
い、そのように感じております。
　私にとりまして公園に対する考え方が変わりましたのは、実は新婚
旅行でニュージーランドのクライストチャーチを訪れたのがきっかけ
でございます。お手元に資料１を配付させていただきましたが、ハグ
レイ公園というんですけれども、豊かな森のある広大な緑地の中で
人々がゆったりと散策を楽しみまして、そんな中を自然豊かな川が流
れ、そこで川遊びをする人たちがいる、そんな光景を目にしてから公
園に対する考え方が大きく変わりました。児童公園の中で与えられた
遊具で遊ぶのではなくて、ゆったりとそこで過ごすことのできる、そ
ういう公園に憧れを持ちました。
　そのような目で見ると、都内にも新宿御苑だとか代々木公園、砧公
園など魅力的な公園があります。しかし、そのような公園は限定的で
ありまして、わざわざ出かけていかなければ体験できません。こうし
た公園をもっと身近に何とか増やせないか、私はそういうふうに思っ
ております。
　最近の東京を見てみますと少しずつ変化が生じてきているように思
います。六本木ヒルズやミッドタウン、二子玉川など大規模な市街地
再開発に合わせまして、ゆったりと過ごすことのできる緑とオープン
スペースが整備され、そういう雰囲気を楽しむため、たくさんの皆さんがそこに訪れています。こうした公園を
もっともっと増やしていただきたい、私はそういうふうに思っております。
　恐らく国土交通省の皆さんにも、特に都市局の皆さんには、都市公園に対して様々な熱い思いがあるのではな

いでしょうか。都市においてこれからの公園はどのような考え方で造っていくべき
か、お考えを伺います。

栗田都市局長：都市公園は良好な都市環境を形成し、市民のレクリエーション活動、
健康活動、文化活動等の場となるとともに、災害時の避難場所となる場を提供する
など、都市において多様な役割を有しております。これまでに都市公園の計画的な
整備を進めてきた結果、平成27年度末現在での全国の面積は約12万4,000ヘクター
ルに達しております。一人当たりの都市公園面積は約10.3平米となっております。
　他方、質的側面に着目いたしますと、都市公園に求められる役割は時代背景によっ
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て変化するものでもございます。かつては、先ほど御指摘ございましたような、児童の利用を前提として遊具を
中心とした公園の整備、ここに注力をしていた時期もございました。しかしながら、社会が成熟し、人々の公園
に対するニーズが多様化する中にありましては、にぎわいや交流、美しい空間整備といった観点から、多様な世
代に向けて公園の魅力を上げていくことをより重視すべき時期に来ていると考えております。
　こうした認識の下、老朽化した施設を適切に更新しつつ、より魅力ある公園へとリニューアルすることで地域
の魅力を高めるような都市公園の整備を推進してまいりたいと考えております。この際、地方公共団体の財政制
約も踏まえますと、先ほどヒルズ、ミッドタウンの例も御紹介いただきました、民間の活力を最大限活用してい
くことが重要と考えているところでございます。

民間を活用した既存の公園の再構築について
足立敏之委員：是非ともそうした考え方でしっかりと進めていっていただきたいというふうに思います。今回の
法改正はまさにそうした取組を進めていくための大事な道具立てが盛り込まれたものだというふうに思いますの
で、よろしくお願いしたいと思います。
　さて、今後の公園を考えるに当たりまして、今もお話がございましたけれども、私は既存の公園の再構築、そ
して、町の顔となる公園の個性の創出、ブランド化というふうにも言うようですけれども、この二つが大事だと
いうふうに思っております。
　まず、既存の公園の再構築について伺います。
　あるべき公園の姿を全く新たに具現化するには、財政的に見ても用地確保の面から見てもなかなか厳しいもの
があるというふうに思います。それなら、先ほどもお話がありましたとおり、今ある公園をしっかりリニューア
ルをして、まさに再構築していく取組が大事だというふうに思っております。しかし、再構築にも財政的な厳し
さが付いて回ります。そのため、民間活力を導入する、民間など多様な担い手に参画していただく、そんな仕組
みが大事だというふうに思います。
　お手元に配付した資料３の方ですね、民間の営業施設を導入した南池袋公園でございます。私も伺いました。
平日の昼間ではありましたけれども、写真で見ていただいたような魅力あふれる雰囲気でありました。こうした
取組を可能にするのが今回の法改正の一つの目的だというふうに思っております。
　今回の法改正で考えている民間活力を活用してリノベーションしていく、そういったこれまでの成功事例、こ
れを二、三紹介していただきますとともに、今後の見通しについて伺いたいと思います。

栗田都市局長：現行制度で民間活力により公園を再生、活性化している事例を幾つか御紹介したいと思います。
　一つ目、今議員から御紹介ございました池袋駅から徒歩５分程度に立地します豊島区の南池袋公園でございま
す。この公園は、以前は施設も老朽化し、人が余り寄り付かない公園でありましたけれども、豊島区が平成28
年に全面的にリニューアルしております。芝生広場等を整備するとともに、地元資本のレストランが出店しまし
て、公園の活性化に成功した事例というように考えております。
　二つ目としまして、琵琶湖の湖岸に位置します滋賀県大津市の大津湖岸なぎさ公園でございます。この公園は、
公園の一部のエリアにおきまして、大津市が芝生の広場、園
路などを整備するとともに、まちづくり会社が飲食店の施設
整備を行いまして、地元事業者がテナントとしてカフェ、レ
ストランなど４店舗を運営している事例でございます。
　三つ目、静岡県藤枝市の蓮花寺池公園がございます。この
公園では、地方公共団体が屋内型の子供遊び場、駐車場を整
備するとともに、同じエリアに民間事業者、これ全国チェー
ンのコーヒー店でございますが、出店をしております。
　いずれの事例も、地方公共団体と民間事業者の取組が組み
合わさりまして、大変多くの方が訪れる地域のにぎわいの拠
点となっておるということで成功例と考えております。

都市緑地の維持管理への造園業界の参画について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　是非、地方で頑張っている、きらりと光るようなこうした施設に国としてもしっかり支援ができるように検討
を進めていただきたいというふうに思います。
　また、今日は道路局長には声を掛けておりませんが、四国８の字ネットワークという高速道路のネットワーク
についても、このモネの庭のためだけではなくて、南海トラフ巨大地震対応というような観点からも一日も早く
整備するようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、都市における緑地の保全について伺いたいと思います。
　緑地を開発してどんどん宅地化する時代ではなくなったと思います。一方、人口の減少に伴いまして、都市内
で使い道のない空き地が増えていくことに対して、緑地の有する多機能性を考慮して保全、確保していくことが
大事だというふうに考えます。しかし、都市緑地もしっかり管理しなければ荒れ果てていきます。少しでもそう
したことに歯止めを掛けるには、緑地管理の担い手を幅広く、市民団体やNPO法人、企業等に広げていくこと
が大切だというふうに思います。
　今回の法改正で考えている都市緑地の維持管理の担い手として民間主体を対象に加える効果について伺いま
す。また、その民間に緑という分野で専門的な技術を有する造園業者の皆さんに是非参画していただきたいと思
いますけれども、その可能性があるのか、併せて伺います。

栗田都市局長：都市における緑地は、潤いのある豊かな都市空間の形成に不可欠なものでございます。しかし、
財政制約等から地方公共団体が公園緑地の整備や維持保全を自ら行うことが困難となってきておりまして、民間
の力を最大限活用することも重要と考えております。
　現在でも、まちづくり会社や自治会等の住
民団体が広く住民が利用するような緑地を整
備、管理している例が見られます。また、企
業等が質の高い緑地を中心市街地等で自ら創
出して管理している取組も増えてきていると
ころでございます。
　これまで緑地の保全等の活動を行っていた
だく者を認知する制度でございます緑地保全・
緑化推進法人、この指定対象は社団、財団、
NPO法人等に限られておりました。今般の法
改正におきまして、このような都市の緑地の
保全及び緑化の推進に資する活動を行ってい
る民間会社等を緑地保全・緑化推進法人の対
象に追加することとしたいと考えております。
　このような民間会社等を公的に信任し緑地
創出の担い手としての位置付けを持っていただくことで、その取組を一層推進して、地方公共団体による緑地の
保全、緑化の推進を補完していただきたいと考えております。
　造園会社につきましてのお尋ねがございました。
　造園会社は元々、緑地の保全あるいは緑化の推進に関する技術、ノウハウを備えた専門家集団でございます。
現在、全国の各地で150社以上の造園会社が指定管理者として都市公園の管理運営を行っております。このよう
に豊かな実績を有する多くの造園会社が緑地保全・緑化推進法人の位置付けを得て、緑地の保全、緑化の推進の
担い手として今後ますます活躍いただけるものと期待しておるところでございます。

　今般の法改正では、このような取組をより一層推進する仕組みとして、公募による公共還元型の収益施設の設
置管理制度を創設することとしております。本制度は、園路や広場など、これまで地方公共団体が整備していた
施設も民間事業者に一体的に計画、整備、管理していただくものでございます。民間活力による地域の魅力を高
めるような都市公園のリニューアルを各地で推進してまいりたいと考えております。

地方の優れた公園への支援について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　民間のセンスを入れて魅力的な公園を増やしていただきたい、そういうふ
うに思っております。
　次に、町の顔となります公園の個性の創出、公園のブランド化という観点
で伺いたいと思います。
　配付資料の２を御覧いただければと思います。
　四国の高知県の東部に北川村という人口1,300人ぐらいの小さな村がござ
います。坂本龍馬の盟友の中岡慎太郎が生まれたところでもありますが、い
わゆる四国８の字ネットワークと呼ばれる高速道路のうち、徳島から室戸岬
の方を回って高知と結ぶ区間がまだつながっていないため、交通の便は良くありません。
　ここに、しかし、北川村モネの庭マルモッタンという公園がございます。印象派の画家クロード・モネのフラ
ンスにありますジベルニーという、そこにあります庭、それを再現した公園でございます。今の村長の上村さん
が若い頃、現地と直接交渉して、ちゃんと本家の許可を得て導入し、名前もいただいた公園です。実にこれがいい、
そういうふうに思います。モネの「睡蓮」の絵のとおりの池があり、橋があります。こういう魅力のあるブラン
ドをしっかり有する公園が大事だというふうに思っております。ちょっと遠いんですけれども、是非とも皆様
にも一度訪れていただければ有り難いというふうに思います。
　こうしたブランドを大事にするには、特にこうした地方部におきましては行政の役割が大事であります。この
モネの庭も村主導で整備したものでございます。こうした魅力ある施設にとっても、更新も大事ですし、メンテ
ナンスも必要になってきます。地方の自治体が頑張って維持している、レベルの高い超一流のこうした施設に対
しまして、国としてどのような支援ができるのか、伺いたいと思います。

栗田都市局長：いわゆる公園というように申しますと、都市公園法に基づきまして主として都市計画区域内で設
置される都市公園以外にも、今御紹介がありましたようなモネの庭のように、地方公共団体が条例等に基づきま
して独自に設置管理している公園もございます。地域のブランド価値向上につながっているものも多数あると思
います。
　このような地方公共団体が独自に設置管理し、地域の魅力を高めるような公園の整備につきましては、都市計
画区域外に位置しまして農山漁村地域の生活環境の向上に資する公園で、一定の要件を満たすものにつきまして
は、これまでも社会資本整備総合交付金により支援を行っているところでございます。

　また、地方公共団体が独自に設置されておられる公園の場
合、都市公園のように施設の設置管理許可期間ですとか建蔽
率等の制約がございません。したがいまして、独自に工夫を
いただいて、民間活力を活用した質の高い公園の整備を行っ
ていただくこともまた可能であるというようにも考えており
ます。
　今後とも、今般の法改正の趣旨を、都市公園に限らず、条
例等に基づく公園の整備、管理にも生かしていただきますよ
うに幅広く周知していくことで、地域の魅力を高めるような
公園の整備を進めてまいりたいと考えております。

　また、広島市の京橋川は、繁華街や駅も近い市の中心部にありながら、かつては人通りの少ない川でございま
したが、平成16年から川沿いにオープンカフェの設置を開始して以降、今では８軒の店舗が建ち並び、平成27年度
には年間８万人を超える利用客が昼夜を問わず水辺で飲食を楽しむ新しい広島のにぎわいの場になっております。
　御紹介いたしました地域のように、川の魅力を活用して地域の活性化を行うかわまちづくりが全国各地で進め
られているところでございまして、国土交通省といたしましては、今後も引き続き市町村や地域の皆様によるか
わまちづくりを支援してまいりたいと考えているところでございます。

ミズベリングの今後の展開について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　御紹介のありました広島の京橋川の川沿いのレストランですけれども、先週ちょっと行ってまいりまして、
ちょっと一杯ビールをいただいてまいりましたけれども、とてもすばらしい雰囲気で良かったと思います。
　ただ、全国的にかわまちづくり見ますと、まだまだお化
粧だけ、川だけで考えているという取組も見られます。若
干苦言を呈するようでございますけれども、しっかりとま
ちづくりと一体となってこれから整備を進めていっていた
だきたいというふうに思います。
　次に、最近、まあ一部だと思いますが、注目を集め始め
ているミズベリングという新たな活動について伺いたいと
思います。
　私が国土交通省で水管理・国土保全局長、山田さんの四
代前の局長をしていたときには、私自身は他の業務に追わ
れておりまして余り関わることはできませんでしたけれど
も、このミズベリングは、行政は主役ではなくて市民や企
業が主体となったいわゆるソーシャルデザイン、エリアマ
ネジメント的な考え方のものだと聞いております。水辺を
きっかけに、町を楽しく豊かな暮らしを実現するような場
として取り込んでいこうというような動きというふうに聞
いております。
　配付した資料５は岐阜県高山市の宮川の例でございます
けれども、私のような河川管理に携わった者にとりまして
は、洪水が来るかもしれないような空間にこんな施設を設
けるのはとても驚くべき光景ではございますけれども、これもまた市民ならではのユニークで画期的な取組が始
まっているように思います。
　ミズベリングのこれからの可能性、そしてまちづくりに与える効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　ミズベリングは、これまで身近にある川をほとんど意識していなかった人々ですとか、あるいは民間企業の方々
が改めて川の価値を見出して主体的に川の魅力を活用しようとする新しい活動でございます。国土交通省といた
しましても、この水辺への関心を高める機会の提供などによりましてこの活動を積極的に支援しているところで
ございます。
　平成26年に活動を開始して以降、地元市町村、民間企業、地域住民などが連携し協力し合う動きが広がり始め、
様々な立場の参加者が自由な発想で水辺活用のアイデアを提示し、各地域においてアイデアを実現させるため、
全国で50件を超えるミズベリング会議が開催され、これまでの水辺活用の殻を破った活動が繰り広げられてい
るところでございます。
　例えば、新潟市の信濃川では、地域住民の皆様による水辺活用の人気投票を行うなどのミズベリングの活動に

まちづくりにおける川や水辺の活用について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。
　造園業界の皆さんは緑の専門家として活躍できる大事な
担い手であります。また、そこに住んで、災害時には地域
の守り手としても活躍していただいている方々でもござい
ます。是非とも、技術と意欲のある造園業界の皆さんにこ
うした分野への参画を期待したいというふうに思います。
また、造園業界の皆様にも、そのようなチャンスが訪れた
ときにしっかりと活躍できるように日頃から準備に努めて
いただきたいと、そういうふうに思っております。
　そのほかにも、今回の法改正では、都市公園内で保育所
などの施設を設置することを可能にしたり、用途地域とし
て田園住居地域を創設して農地と調和した住居環境を保護
するなど、重要な施策がたくさん盛り込まれております。
私は賛成の立場でございますので、できるだけ速やかに法
改正を行い、実施に移していっていただきたいというふう
に思います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、まちづくりにおけます川や水辺の活用につ
いて伺いたいと思います。
　都市において公園や緑地、農地などとともに大事な要素
が川や水辺だというふうに思っております。しかし、私な
どは河川管理者の立場で、どうしても川の中からだけで考える、あるいは川の方だけから見て考える、そういう
ような狭い視野でこれまで川を考えてきてしまったのではないかというふうに反省をいたしております。
　最近ようやく、かわまちづくりといいまして、一歩進めて、川だけではなくて背後地との連携も含めて川づく
りを考えていこうという取組が出てき始めました。東京の日本橋川、大阪の道頓堀川、広島の太田川、徳島の新
町川などが代表的な例だと思います。
　配付した資料４でございますが、徳島の新町川でございます。これまで川に背を向けていたお店が川に向けて
扉を設けて、町が川に向けて開かれてきている、そういうような象徴的な川でもございます。こうしたかわまち
づくりの実情とその効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　委員御指摘のかわまちづくりでございますが、これは市町村、それから民間事業
者、地域の方々等と連携をいたしまして、川が有します自然、歴史、安らぎ等の魅
力を地域の資源として活用することによりまして、町に新たな人の流れをつくり、
にぎわいの場の創出や、あるいは観光振興などの地域活性化を行うものでございます。
　そのため、国土交通省では、かわまちづくり支援制度によりまして、水辺の基盤
整備や、あるいは民間事業者の方々によります河川利用の制度促進など、ハード、
ソフトの両面から支援をしているところでございます。
　この支援制度には、今年度新規に登録されました12か所を含めて169か所が登録

されておりまして、全国各地でかわまちづくりが進められているところでございます。
　例えば、先ほど委員も御紹介にございました大阪市の道頓堀川でございますが、川沿いの遊歩道を整備すると
ともに、民間事業者によります水辺空間活用を行ったところ、これまで川に背を向けていた店舗が、平成27年
度時点で78件、川側に入口を設けるなど、川に面した空間が一変して更ににぎわいのある観光地となっており
ます。
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よりまして、新潟市内の飲食店経営者の水辺への関心が一気に高まりました。これを受けまして、平成28年に
都市・地域再生等利用区域に指定をし、河川敷を活用した期間限定の11軒の店舗営業が実現をいたしました。
その結果、夏場を中心とした三か月間で推計約３万人の利用客でにぎわったところでございまして、今後は利用
区域全体での飲食店や売店等の営業活動につきまして、民間事業者を中心にしたエリアマネジメントが開始さ
れる予定でございます。
　このように、ミズベリングの活動にはマーケティングや地域のブランド化に関するノウハウを有する民間企業
の関わりが重要であると考えているところでございます。多くの参加者がこれまでにない斬新な視点で主体的な
水辺活用を行おうとするミズベリングの活動は、魅力と個性あふれるまちづくりを進めていく上で大変効果的で
あると考えておりまして、国土交通省といたしましては、今後とも全国でこのような活動が進むよう支援してま
いりたいと考えているところでございます。

美しく豊かなまちづくりに向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　未来を先取りしたようなすばらしい取組だというふうに思いますので、是非ともこれもまちづくりと一体と
なって進むようにお願いをしたいというふうに思います。大臣、副大臣、政務官、都市局長にも是非ともこの取
組を応援していただければ有り難いというふうに思います。
　それでは、最後の質問に参ります。
　これからの美しく豊かなまちづくり、大変大事なことだというふうに思います。今お話をしました水辺を活用
して町を楽しく豊かな空間にしていく取組も大事な取組だというふうに思います。今回の法改正を契機として、
水辺の活用も含めまして、すばらしいまちづくりが進むように私も期待をいたしております。
　これからの美しく豊かなまちづくりに向けまして、水辺空間の活用も含めまして、大臣の御決意を伺いたいと
思います。

石井国土交通大臣：都市における公園、緑地、河川空間等のオープンスペースは、
景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を有し、美しく潤いのある都市
空間の形成に不可欠であります。また、美しく緑豊かなまちづくりを進めるた
めには、まちづくりの主体である地方公共団体が多様な主体の参画を得つつ、
地域の自然や文化に根差した魅力と個性あふれるまちづくりを進めることが重
要と考えております。
　特に、人口減少社会におきましては、地方公共団体の財政等の制約の下、こ
のようなオープンスペースを生み出し、守り育てるためには、民間の力も最大
限活用することが重要であります。このため、今回の法案に公共還元型の収益
施設の設置管理制度等の施策を盛り込んだところであります。また、河川が有
する魅力を活用し、町に新たなにぎわいを創出するミズベリングの活動などを
通じたかわまちづくりの取

組も推進することで、オープンスペースの質を向上させ、地
域の魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
　こういった取組を通じまして、水辺空間を含め、美しく緑
豊かな都市空間の形成に全力で取り組んでまいりたいと考え
ております。

足立敏之委員：石井大臣のリーダーシップに大いに期待をし
まして、質問を終えたいと思います。
　ありがとうございました。

資料３：南池袋公園



増子輝彦国土交通委員長：都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

都市公園の今後のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今国会に提出されました都市緑地法等の一部改正案につき
まして質問をさせていただきます。
　私は、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、四国、中部の整備局長として、あるいは近畿の企画
部長として、公園事業につきましても携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　まず、都市公園といいますと、私にとりましては、皆様もそうかもしれませんが、ブランコとか滑り台とか鉄
棒とか砂場とかジャングルジムだとか、そういった遊具が画一的に配置されている児童公園、これが頭に浮かび
ます。高度成長期の子供たちにとりましては安全に遊ぶことができる貴重な空間であり、かつては元気に遊び回
る子供たちの声があふれていたように思います。しかし、最近では少子化や子供たちの生活パターンの変化で、
あちらこちらで設備も古びてしまい閑散とした小さな公園が目に付くようになってまいりました。もったいな
い、そのように感じております。
　私にとりまして公園に対する考え方が変わりましたのは、実は新婚
旅行でニュージーランドのクライストチャーチを訪れたのがきっかけ
でございます。お手元に資料１を配付させていただきましたが、ハグ
レイ公園というんですけれども、豊かな森のある広大な緑地の中で
人々がゆったりと散策を楽しみまして、そんな中を自然豊かな川が流
れ、そこで川遊びをする人たちがいる、そんな光景を目にしてから公
園に対する考え方が大きく変わりました。児童公園の中で与えられた
遊具で遊ぶのではなくて、ゆったりとそこで過ごすことのできる、そ
ういう公園に憧れを持ちました。
　そのような目で見ると、都内にも新宿御苑だとか代々木公園、砧公
園など魅力的な公園があります。しかし、そのような公園は限定的で
ありまして、わざわざ出かけていかなければ体験できません。こうし
た公園をもっと身近に何とか増やせないか、私はそういうふうに思っ
ております。
　最近の東京を見てみますと少しずつ変化が生じてきているように思
います。六本木ヒルズやミッドタウン、二子玉川など大規模な市街地
再開発に合わせまして、ゆったりと過ごすことのできる緑とオープン
スペースが整備され、そういう雰囲気を楽しむため、たくさんの皆さんがそこに訪れています。こうした公園を
もっともっと増やしていただきたい、私はそういうふうに思っております。
　恐らく国土交通省の皆さんにも、特に都市局の皆さんには、都市公園に対して様々な熱い思いがあるのではな

いでしょうか。都市においてこれからの公園はどのような考え方で造っていくべき
か、お考えを伺います。

栗田都市局長：都市公園は良好な都市環境を形成し、市民のレクリエーション活動、
健康活動、文化活動等の場となるとともに、災害時の避難場所となる場を提供する
など、都市において多様な役割を有しております。これまでに都市公園の計画的な
整備を進めてきた結果、平成27年度末現在での全国の面積は約12万4,000ヘクター
ルに達しております。一人当たりの都市公園面積は約10.3平米となっております。
　他方、質的側面に着目いたしますと、都市公園に求められる役割は時代背景によっ

都市緑地の維持管理への造園業界の参画について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　是非、地方で頑張っている、きらりと光るようなこうした施設に国としてもしっかり支援ができるように検討
を進めていただきたいというふうに思います。
　また、今日は道路局長には声を掛けておりませんが、四国８の字ネットワークという高速道路のネットワーク
についても、このモネの庭のためだけではなくて、南海トラフ巨大地震対応というような観点からも一日も早く
整備するようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、都市における緑地の保全について伺いたいと思います。
　緑地を開発してどんどん宅地化する時代ではなくなったと思います。一方、人口の減少に伴いまして、都市内
で使い道のない空き地が増えていくことに対して、緑地の有する多機能性を考慮して保全、確保していくことが
大事だというふうに考えます。しかし、都市緑地もしっかり管理しなければ荒れ果てていきます。少しでもそう
したことに歯止めを掛けるには、緑地管理の担い手を幅広く、市民団体やNPO法人、企業等に広げていくこと
が大切だというふうに思います。
　今回の法改正で考えている都市緑地の維持管理の担い手として民間主体を対象に加える効果について伺いま
す。また、その民間に緑という分野で専門的な技術を有する造園業者の皆さんに是非参画していただきたいと思
いますけれども、その可能性があるのか、併せて伺います。

栗田都市局長：都市における緑地は、潤いのある豊かな都市空間の形成に不可欠なものでございます。しかし、
財政制約等から地方公共団体が公園緑地の整備や維持保全を自ら行うことが困難となってきておりまして、民間
の力を最大限活用することも重要と考えております。
　現在でも、まちづくり会社や自治会等の住
民団体が広く住民が利用するような緑地を整
備、管理している例が見られます。また、企
業等が質の高い緑地を中心市街地等で自ら創
出して管理している取組も増えてきていると
ころでございます。
　これまで緑地の保全等の活動を行っていた
だく者を認知する制度でございます緑地保全・
緑化推進法人、この指定対象は社団、財団、
NPO法人等に限られておりました。今般の法
改正におきまして、このような都市の緑地の
保全及び緑化の推進に資する活動を行ってい
る民間会社等を緑地保全・緑化推進法人の対
象に追加することとしたいと考えております。
　このような民間会社等を公的に信任し緑地
創出の担い手としての位置付けを持っていただくことで、その取組を一層推進して、地方公共団体による緑地の
保全、緑化の推進を補完していただきたいと考えております。
　造園会社につきましてのお尋ねがございました。
　造園会社は元々、緑地の保全あるいは緑化の推進に関する技術、ノウハウを備えた専門家集団でございます。
現在、全国の各地で150社以上の造園会社が指定管理者として都市公園の管理運営を行っております。このよう
に豊かな実績を有する多くの造園会社が緑地保全・緑化推進法人の位置付けを得て、緑地の保全、緑化の推進の
担い手として今後ますます活躍いただけるものと期待しておるところでございます。

　今般の法改正では、このような取組をより一層推進する仕組みとして、公募による公共還元型の収益施設の設
置管理制度を創設することとしております。本制度は、園路や広場など、これまで地方公共団体が整備していた
施設も民間事業者に一体的に計画、整備、管理していただくものでございます。民間活力による地域の魅力を高
めるような都市公園のリニューアルを各地で推進してまいりたいと考えております。

地方の優れた公園への支援について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　民間のセンスを入れて魅力的な公園を増やしていただきたい、そういうふ
うに思っております。
　次に、町の顔となります公園の個性の創出、公園のブランド化という観点
で伺いたいと思います。
　配付資料の２を御覧いただければと思います。
　四国の高知県の東部に北川村という人口1,300人ぐらいの小さな村がござ
います。坂本龍馬の盟友の中岡慎太郎が生まれたところでもありますが、い
わゆる四国８の字ネットワークと呼ばれる高速道路のうち、徳島から室戸岬
の方を回って高知と結ぶ区間がまだつながっていないため、交通の便は良くありません。
　ここに、しかし、北川村モネの庭マルモッタンという公園がございます。印象派の画家クロード・モネのフラ
ンスにありますジベルニーという、そこにあります庭、それを再現した公園でございます。今の村長の上村さん
が若い頃、現地と直接交渉して、ちゃんと本家の許可を得て導入し、名前もいただいた公園です。実にこれがいい、
そういうふうに思います。モネの「睡蓮」の絵のとおりの池があり、橋があります。こういう魅力のあるブラン
ドをしっかり有する公園が大事だというふうに思っております。ちょっと遠いんですけれども、是非とも皆様
にも一度訪れていただければ有り難いというふうに思います。
　こうしたブランドを大事にするには、特にこうした地方部におきましては行政の役割が大事であります。この
モネの庭も村主導で整備したものでございます。こうした魅力ある施設にとっても、更新も大事ですし、メンテ
ナンスも必要になってきます。地方の自治体が頑張って維持している、レベルの高い超一流のこうした施設に対
しまして、国としてどのような支援ができるのか、伺いたいと思います。

栗田都市局長：いわゆる公園というように申しますと、都市公園法に基づきまして主として都市計画区域内で設
置される都市公園以外にも、今御紹介がありましたようなモネの庭のように、地方公共団体が条例等に基づきま
して独自に設置管理している公園もございます。地域のブランド価値向上につながっているものも多数あると思
います。
　このような地方公共団体が独自に設置管理し、地域の魅力を高めるような公園の整備につきましては、都市計
画区域外に位置しまして農山漁村地域の生活環境の向上に資する公園で、一定の要件を満たすものにつきまして
は、これまでも社会資本整備総合交付金により支援を行っているところでございます。

　また、地方公共団体が独自に設置されておられる公園の場
合、都市公園のように施設の設置管理許可期間ですとか建蔽
率等の制約がございません。したがいまして、独自に工夫を
いただいて、民間活力を活用した質の高い公園の整備を行っ
ていただくこともまた可能であるというようにも考えており
ます。
　今後とも、今般の法改正の趣旨を、都市公園に限らず、条
例等に基づく公園の整備、管理にも生かしていただきますよ
うに幅広く周知していくことで、地域の魅力を高めるような
公園の整備を進めてまいりたいと考えております。

　また、広島市の京橋川は、繁華街や駅も近い市の中心部にありながら、かつては人通りの少ない川でございま
したが、平成16年から川沿いにオープンカフェの設置を開始して以降、今では８軒の店舗が建ち並び、平成27年度
には年間８万人を超える利用客が昼夜を問わず水辺で飲食を楽しむ新しい広島のにぎわいの場になっております。
　御紹介いたしました地域のように、川の魅力を活用して地域の活性化を行うかわまちづくりが全国各地で進め
られているところでございまして、国土交通省といたしましては、今後も引き続き市町村や地域の皆様によるか
わまちづくりを支援してまいりたいと考えているところでございます。

ミズベリングの今後の展開について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　御紹介のありました広島の京橋川の川沿いのレストランですけれども、先週ちょっと行ってまいりまして、
ちょっと一杯ビールをいただいてまいりましたけれども、とてもすばらしい雰囲気で良かったと思います。
　ただ、全国的にかわまちづくり見ますと、まだまだお化
粧だけ、川だけで考えているという取組も見られます。若
干苦言を呈するようでございますけれども、しっかりとま
ちづくりと一体となってこれから整備を進めていっていた
だきたいというふうに思います。
　次に、最近、まあ一部だと思いますが、注目を集め始め
ているミズベリングという新たな活動について伺いたいと
思います。
　私が国土交通省で水管理・国土保全局長、山田さんの四
代前の局長をしていたときには、私自身は他の業務に追わ
れておりまして余り関わることはできませんでしたけれど
も、このミズベリングは、行政は主役ではなくて市民や企
業が主体となったいわゆるソーシャルデザイン、エリアマ
ネジメント的な考え方のものだと聞いております。水辺を
きっかけに、町を楽しく豊かな暮らしを実現するような場
として取り込んでいこうというような動きというふうに聞
いております。
　配付した資料５は岐阜県高山市の宮川の例でございます
けれども、私のような河川管理に携わった者にとりまして
は、洪水が来るかもしれないような空間にこんな施設を設
けるのはとても驚くべき光景ではございますけれども、これもまた市民ならではのユニークで画期的な取組が始
まっているように思います。
　ミズベリングのこれからの可能性、そしてまちづくりに与える効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　ミズベリングは、これまで身近にある川をほとんど意識していなかった人々ですとか、あるいは民間企業の方々
が改めて川の価値を見出して主体的に川の魅力を活用しようとする新しい活動でございます。国土交通省といた
しましても、この水辺への関心を高める機会の提供などによりましてこの活動を積極的に支援しているところで
ございます。
　平成26年に活動を開始して以降、地元市町村、民間企業、地域住民などが連携し協力し合う動きが広がり始め、
様々な立場の参加者が自由な発想で水辺活用のアイデアを提示し、各地域においてアイデアを実現させるため、
全国で50件を超えるミズベリング会議が開催され、これまでの水辺活用の殻を破った活動が繰り広げられてい
るところでございます。
　例えば、新潟市の信濃川では、地域住民の皆様による水辺活用の人気投票を行うなどのミズベリングの活動に

まちづくりにおける川や水辺の活用について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。
　造園業界の皆さんは緑の専門家として活躍できる大事な
担い手であります。また、そこに住んで、災害時には地域
の守り手としても活躍していただいている方々でもござい
ます。是非とも、技術と意欲のある造園業界の皆さんにこ
うした分野への参画を期待したいというふうに思います。
また、造園業界の皆様にも、そのようなチャンスが訪れた
ときにしっかりと活躍できるように日頃から準備に努めて
いただきたいと、そういうふうに思っております。
　そのほかにも、今回の法改正では、都市公園内で保育所
などの施設を設置することを可能にしたり、用途地域とし
て田園住居地域を創設して農地と調和した住居環境を保護
するなど、重要な施策がたくさん盛り込まれております。
私は賛成の立場でございますので、できるだけ速やかに法
改正を行い、実施に移していっていただきたいというふう
に思います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、まちづくりにおけます川や水辺の活用につ
いて伺いたいと思います。
　都市において公園や緑地、農地などとともに大事な要素
が川や水辺だというふうに思っております。しかし、私な
どは河川管理者の立場で、どうしても川の中からだけで考える、あるいは川の方だけから見て考える、そういう
ような狭い視野でこれまで川を考えてきてしまったのではないかというふうに反省をいたしております。
　最近ようやく、かわまちづくりといいまして、一歩進めて、川だけではなくて背後地との連携も含めて川づく
りを考えていこうという取組が出てき始めました。東京の日本橋川、大阪の道頓堀川、広島の太田川、徳島の新
町川などが代表的な例だと思います。
　配付した資料４でございますが、徳島の新町川でございます。これまで川に背を向けていたお店が川に向けて
扉を設けて、町が川に向けて開かれてきている、そういうような象徴的な川でもございます。こうしたかわまち
づくりの実情とその効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　委員御指摘のかわまちづくりでございますが、これは市町村、それから民間事業
者、地域の方々等と連携をいたしまして、川が有します自然、歴史、安らぎ等の魅
力を地域の資源として活用することによりまして、町に新たな人の流れをつくり、
にぎわいの場の創出や、あるいは観光振興などの地域活性化を行うものでございます。
　そのため、国土交通省では、かわまちづくり支援制度によりまして、水辺の基盤
整備や、あるいは民間事業者の方々によります河川利用の制度促進など、ハード、
ソフトの両面から支援をしているところでございます。
　この支援制度には、今年度新規に登録されました12か所を含めて169か所が登録

されておりまして、全国各地でかわまちづくりが進められているところでございます。
　例えば、先ほど委員も御紹介にございました大阪市の道頓堀川でございますが、川沿いの遊歩道を整備すると
ともに、民間事業者によります水辺空間活用を行ったところ、これまで川に背を向けていた店舗が、平成27年
度時点で78件、川側に入口を設けるなど、川に面した空間が一変して更ににぎわいのある観光地となっており
ます。
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よりまして、新潟市内の飲食店経営者の水辺への関心が一気に高まりました。これを受けまして、平成28年に
都市・地域再生等利用区域に指定をし、河川敷を活用した期間限定の11軒の店舗営業が実現をいたしました。
その結果、夏場を中心とした三か月間で推計約３万人の利用客でにぎわったところでございまして、今後は利用
区域全体での飲食店や売店等の営業活動につきまして、民間事業者を中心にしたエリアマネジメントが開始さ
れる予定でございます。
　このように、ミズベリングの活動にはマーケティングや地域のブランド化に関するノウハウを有する民間企業
の関わりが重要であると考えているところでございます。多くの参加者がこれまでにない斬新な視点で主体的な
水辺活用を行おうとするミズベリングの活動は、魅力と個性あふれるまちづくりを進めていく上で大変効果的で
あると考えておりまして、国土交通省といたしましては、今後とも全国でこのような活動が進むよう支援してま
いりたいと考えているところでございます。

美しく豊かなまちづくりに向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　未来を先取りしたようなすばらしい取組だというふうに思いますので、是非ともこれもまちづくりと一体と
なって進むようにお願いをしたいというふうに思います。大臣、副大臣、政務官、都市局長にも是非ともこの取
組を応援していただければ有り難いというふうに思います。
　それでは、最後の質問に参ります。
　これからの美しく豊かなまちづくり、大変大事なことだというふうに思います。今お話をしました水辺を活用
して町を楽しく豊かな空間にしていく取組も大事な取組だというふうに思います。今回の法改正を契機として、
水辺の活用も含めまして、すばらしいまちづくりが進むように私も期待をいたしております。
　これからの美しく豊かなまちづくりに向けまして、水辺空間の活用も含めまして、大臣の御決意を伺いたいと
思います。

石井国土交通大臣：都市における公園、緑地、河川空間等のオープンスペースは、
景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を有し、美しく潤いのある都市
空間の形成に不可欠であります。また、美しく緑豊かなまちづくりを進めるた
めには、まちづくりの主体である地方公共団体が多様な主体の参画を得つつ、
地域の自然や文化に根差した魅力と個性あふれるまちづくりを進めることが重
要と考えております。
　特に、人口減少社会におきましては、地方公共団体の財政等の制約の下、こ
のようなオープンスペースを生み出し、守り育てるためには、民間の力も最大
限活用することが重要であります。このため、今回の法案に公共還元型の収益
施設の設置管理制度等の施策を盛り込んだところであります。また、河川が有
する魅力を活用し、町に新たなにぎわいを創出するミズベリングの活動などを
通じたかわまちづくりの取

組も推進することで、オープンスペースの質を向上させ、地
域の魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
　こういった取組を通じまして、水辺空間を含め、美しく緑
豊かな都市空間の形成に全力で取り組んでまいりたいと考え
ております。

足立敏之委員：石井大臣のリーダーシップに大いに期待をし
まして、質問を終えたいと思います。
　ありがとうございました。



増子輝彦国土交通委員長：都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

都市公園の今後のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今国会に提出されました都市緑地法等の一部改正案につき
まして質問をさせていただきます。
　私は、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、四国、中部の整備局長として、あるいは近畿の企画
部長として、公園事業につきましても携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　まず、都市公園といいますと、私にとりましては、皆様もそうかもしれませんが、ブランコとか滑り台とか鉄
棒とか砂場とかジャングルジムだとか、そういった遊具が画一的に配置されている児童公園、これが頭に浮かび
ます。高度成長期の子供たちにとりましては安全に遊ぶことができる貴重な空間であり、かつては元気に遊び回
る子供たちの声があふれていたように思います。しかし、最近では少子化や子供たちの生活パターンの変化で、
あちらこちらで設備も古びてしまい閑散とした小さな公園が目に付くようになってまいりました。もったいな
い、そのように感じております。
　私にとりまして公園に対する考え方が変わりましたのは、実は新婚
旅行でニュージーランドのクライストチャーチを訪れたのがきっかけ
でございます。お手元に資料１を配付させていただきましたが、ハグ
レイ公園というんですけれども、豊かな森のある広大な緑地の中で
人々がゆったりと散策を楽しみまして、そんな中を自然豊かな川が流
れ、そこで川遊びをする人たちがいる、そんな光景を目にしてから公
園に対する考え方が大きく変わりました。児童公園の中で与えられた
遊具で遊ぶのではなくて、ゆったりとそこで過ごすことのできる、そ
ういう公園に憧れを持ちました。
　そのような目で見ると、都内にも新宿御苑だとか代々木公園、砧公
園など魅力的な公園があります。しかし、そのような公園は限定的で
ありまして、わざわざ出かけていかなければ体験できません。こうし
た公園をもっと身近に何とか増やせないか、私はそういうふうに思っ
ております。
　最近の東京を見てみますと少しずつ変化が生じてきているように思
います。六本木ヒルズやミッドタウン、二子玉川など大規模な市街地
再開発に合わせまして、ゆったりと過ごすことのできる緑とオープン
スペースが整備され、そういう雰囲気を楽しむため、たくさんの皆さんがそこに訪れています。こうした公園を
もっともっと増やしていただきたい、私はそういうふうに思っております。
　恐らく国土交通省の皆さんにも、特に都市局の皆さんには、都市公園に対して様々な熱い思いがあるのではな

いでしょうか。都市においてこれからの公園はどのような考え方で造っていくべき
か、お考えを伺います。

栗田都市局長：都市公園は良好な都市環境を形成し、市民のレクリエーション活動、
健康活動、文化活動等の場となるとともに、災害時の避難場所となる場を提供する
など、都市において多様な役割を有しております。これまでに都市公園の計画的な
整備を進めてきた結果、平成27年度末現在での全国の面積は約12万4,000ヘクター
ルに達しております。一人当たりの都市公園面積は約10.3平米となっております。
　他方、質的側面に着目いたしますと、都市公園に求められる役割は時代背景によっ
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都市緑地の維持管理への造園業界の参画について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　是非、地方で頑張っている、きらりと光るようなこうした施設に国としてもしっかり支援ができるように検討
を進めていただきたいというふうに思います。
　また、今日は道路局長には声を掛けておりませんが、四国８の字ネットワークという高速道路のネットワーク
についても、このモネの庭のためだけではなくて、南海トラフ巨大地震対応というような観点からも一日も早く
整備するようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、都市における緑地の保全について伺いたいと思います。
　緑地を開発してどんどん宅地化する時代ではなくなったと思います。一方、人口の減少に伴いまして、都市内
で使い道のない空き地が増えていくことに対して、緑地の有する多機能性を考慮して保全、確保していくことが
大事だというふうに考えます。しかし、都市緑地もしっかり管理しなければ荒れ果てていきます。少しでもそう
したことに歯止めを掛けるには、緑地管理の担い手を幅広く、市民団体やNPO法人、企業等に広げていくこと
が大切だというふうに思います。
　今回の法改正で考えている都市緑地の維持管理の担い手として民間主体を対象に加える効果について伺いま
す。また、その民間に緑という分野で専門的な技術を有する造園業者の皆さんに是非参画していただきたいと思
いますけれども、その可能性があるのか、併せて伺います。

栗田都市局長：都市における緑地は、潤いのある豊かな都市空間の形成に不可欠なものでございます。しかし、
財政制約等から地方公共団体が公園緑地の整備や維持保全を自ら行うことが困難となってきておりまして、民間
の力を最大限活用することも重要と考えております。
　現在でも、まちづくり会社や自治会等の住
民団体が広く住民が利用するような緑地を整
備、管理している例が見られます。また、企
業等が質の高い緑地を中心市街地等で自ら創
出して管理している取組も増えてきていると
ころでございます。
　これまで緑地の保全等の活動を行っていた
だく者を認知する制度でございます緑地保全・
緑化推進法人、この指定対象は社団、財団、
NPO法人等に限られておりました。今般の法
改正におきまして、このような都市の緑地の
保全及び緑化の推進に資する活動を行ってい
る民間会社等を緑地保全・緑化推進法人の対
象に追加することとしたいと考えております。
　このような民間会社等を公的に信任し緑地
創出の担い手としての位置付けを持っていただくことで、その取組を一層推進して、地方公共団体による緑地の
保全、緑化の推進を補完していただきたいと考えております。
　造園会社につきましてのお尋ねがございました。
　造園会社は元々、緑地の保全あるいは緑化の推進に関する技術、ノウハウを備えた専門家集団でございます。
現在、全国の各地で150社以上の造園会社が指定管理者として都市公園の管理運営を行っております。このよう
に豊かな実績を有する多くの造園会社が緑地保全・緑化推進法人の位置付けを得て、緑地の保全、緑化の推進の
担い手として今後ますます活躍いただけるものと期待しておるところでございます。

参議院国土交通委員会の様子

　今般の法改正では、このような取組をより一層推進する仕組みとして、公募による公共還元型の収益施設の設
置管理制度を創設することとしております。本制度は、園路や広場など、これまで地方公共団体が整備していた
施設も民間事業者に一体的に計画、整備、管理していただくものでございます。民間活力による地域の魅力を高
めるような都市公園のリニューアルを各地で推進してまいりたいと考えております。

地方の優れた公園への支援について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　民間のセンスを入れて魅力的な公園を増やしていただきたい、そういうふ
うに思っております。
　次に、町の顔となります公園の個性の創出、公園のブランド化という観点
で伺いたいと思います。
　配付資料の２を御覧いただければと思います。
　四国の高知県の東部に北川村という人口1,300人ぐらいの小さな村がござ
います。坂本龍馬の盟友の中岡慎太郎が生まれたところでもありますが、い
わゆる四国８の字ネットワークと呼ばれる高速道路のうち、徳島から室戸岬
の方を回って高知と結ぶ区間がまだつながっていないため、交通の便は良くありません。
　ここに、しかし、北川村モネの庭マルモッタンという公園がございます。印象派の画家クロード・モネのフラ
ンスにありますジベルニーという、そこにあります庭、それを再現した公園でございます。今の村長の上村さん
が若い頃、現地と直接交渉して、ちゃんと本家の許可を得て導入し、名前もいただいた公園です。実にこれがいい、
そういうふうに思います。モネの「睡蓮」の絵のとおりの池があり、橋があります。こういう魅力のあるブラン
ドをしっかり有する公園が大事だというふうに思っております。ちょっと遠いんですけれども、是非とも皆様
にも一度訪れていただければ有り難いというふうに思います。
　こうしたブランドを大事にするには、特にこうした地方部におきましては行政の役割が大事であります。この
モネの庭も村主導で整備したものでございます。こうした魅力ある施設にとっても、更新も大事ですし、メンテ
ナンスも必要になってきます。地方の自治体が頑張って維持している、レベルの高い超一流のこうした施設に対
しまして、国としてどのような支援ができるのか、伺いたいと思います。

栗田都市局長：いわゆる公園というように申しますと、都市公園法に基づきまして主として都市計画区域内で設
置される都市公園以外にも、今御紹介がありましたようなモネの庭のように、地方公共団体が条例等に基づきま
して独自に設置管理している公園もございます。地域のブランド価値向上につながっているものも多数あると思
います。
　このような地方公共団体が独自に設置管理し、地域の魅力を高めるような公園の整備につきましては、都市計
画区域外に位置しまして農山漁村地域の生活環境の向上に資する公園で、一定の要件を満たすものにつきまして
は、これまでも社会資本整備総合交付金により支援を行っているところでございます。

　また、地方公共団体が独自に設置されておられる公園の場
合、都市公園のように施設の設置管理許可期間ですとか建蔽
率等の制約がございません。したがいまして、独自に工夫を
いただいて、民間活力を活用した質の高い公園の整備を行っ
ていただくこともまた可能であるというようにも考えており
ます。
　今後とも、今般の法改正の趣旨を、都市公園に限らず、条
例等に基づく公園の整備、管理にも生かしていただきますよ
うに幅広く周知していくことで、地域の魅力を高めるような
公園の整備を進めてまいりたいと考えております。

　また、広島市の京橋川は、繁華街や駅も近い市の中心部にありながら、かつては人通りの少ない川でございま
したが、平成16年から川沿いにオープンカフェの設置を開始して以降、今では８軒の店舗が建ち並び、平成27年度
には年間８万人を超える利用客が昼夜を問わず水辺で飲食を楽しむ新しい広島のにぎわいの場になっております。
　御紹介いたしました地域のように、川の魅力を活用して地域の活性化を行うかわまちづくりが全国各地で進め
られているところでございまして、国土交通省といたしましては、今後も引き続き市町村や地域の皆様によるか
わまちづくりを支援してまいりたいと考えているところでございます。

ミズベリングの今後の展開について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　御紹介のありました広島の京橋川の川沿いのレストランですけれども、先週ちょっと行ってまいりまして、
ちょっと一杯ビールをいただいてまいりましたけれども、とてもすばらしい雰囲気で良かったと思います。
　ただ、全国的にかわまちづくり見ますと、まだまだお化
粧だけ、川だけで考えているという取組も見られます。若
干苦言を呈するようでございますけれども、しっかりとま
ちづくりと一体となってこれから整備を進めていっていた
だきたいというふうに思います。
　次に、最近、まあ一部だと思いますが、注目を集め始め
ているミズベリングという新たな活動について伺いたいと
思います。
　私が国土交通省で水管理・国土保全局長、山田さんの四
代前の局長をしていたときには、私自身は他の業務に追わ
れておりまして余り関わることはできませんでしたけれど
も、このミズベリングは、行政は主役ではなくて市民や企
業が主体となったいわゆるソーシャルデザイン、エリアマ
ネジメント的な考え方のものだと聞いております。水辺を
きっかけに、町を楽しく豊かな暮らしを実現するような場
として取り込んでいこうというような動きというふうに聞
いております。
　配付した資料５は岐阜県高山市の宮川の例でございます
けれども、私のような河川管理に携わった者にとりまして
は、洪水が来るかもしれないような空間にこんな施設を設
けるのはとても驚くべき光景ではございますけれども、これもまた市民ならではのユニークで画期的な取組が始
まっているように思います。
　ミズベリングのこれからの可能性、そしてまちづくりに与える効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　ミズベリングは、これまで身近にある川をほとんど意識していなかった人々ですとか、あるいは民間企業の方々
が改めて川の価値を見出して主体的に川の魅力を活用しようとする新しい活動でございます。国土交通省といた
しましても、この水辺への関心を高める機会の提供などによりましてこの活動を積極的に支援しているところで
ございます。
　平成26年に活動を開始して以降、地元市町村、民間企業、地域住民などが連携し協力し合う動きが広がり始め、
様々な立場の参加者が自由な発想で水辺活用のアイデアを提示し、各地域においてアイデアを実現させるため、
全国で50件を超えるミズベリング会議が開催され、これまでの水辺活用の殻を破った活動が繰り広げられてい
るところでございます。
　例えば、新潟市の信濃川では、地域住民の皆様による水辺活用の人気投票を行うなどのミズベリングの活動に

まちづくりにおける川や水辺の活用について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。
　造園業界の皆さんは緑の専門家として活躍できる大事な
担い手であります。また、そこに住んで、災害時には地域
の守り手としても活躍していただいている方々でもござい
ます。是非とも、技術と意欲のある造園業界の皆さんにこ
うした分野への参画を期待したいというふうに思います。
また、造園業界の皆様にも、そのようなチャンスが訪れた
ときにしっかりと活躍できるように日頃から準備に努めて
いただきたいと、そういうふうに思っております。
　そのほかにも、今回の法改正では、都市公園内で保育所
などの施設を設置することを可能にしたり、用途地域とし
て田園住居地域を創設して農地と調和した住居環境を保護
するなど、重要な施策がたくさん盛り込まれております。
私は賛成の立場でございますので、できるだけ速やかに法
改正を行い、実施に移していっていただきたいというふう
に思います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、まちづくりにおけます川や水辺の活用につ
いて伺いたいと思います。
　都市において公園や緑地、農地などとともに大事な要素
が川や水辺だというふうに思っております。しかし、私な
どは河川管理者の立場で、どうしても川の中からだけで考える、あるいは川の方だけから見て考える、そういう
ような狭い視野でこれまで川を考えてきてしまったのではないかというふうに反省をいたしております。
　最近ようやく、かわまちづくりといいまして、一歩進めて、川だけではなくて背後地との連携も含めて川づく
りを考えていこうという取組が出てき始めました。東京の日本橋川、大阪の道頓堀川、広島の太田川、徳島の新
町川などが代表的な例だと思います。
　配付した資料４でございますが、徳島の新町川でございます。これまで川に背を向けていたお店が川に向けて
扉を設けて、町が川に向けて開かれてきている、そういうような象徴的な川でもございます。こうしたかわまち
づくりの実情とその効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　委員御指摘のかわまちづくりでございますが、これは市町村、それから民間事業
者、地域の方々等と連携をいたしまして、川が有します自然、歴史、安らぎ等の魅
力を地域の資源として活用することによりまして、町に新たな人の流れをつくり、
にぎわいの場の創出や、あるいは観光振興などの地域活性化を行うものでございます。
　そのため、国土交通省では、かわまちづくり支援制度によりまして、水辺の基盤
整備や、あるいは民間事業者の方々によります河川利用の制度促進など、ハード、
ソフトの両面から支援をしているところでございます。
　この支援制度には、今年度新規に登録されました12か所を含めて169か所が登録

されておりまして、全国各地でかわまちづくりが進められているところでございます。
　例えば、先ほど委員も御紹介にございました大阪市の道頓堀川でございますが、川沿いの遊歩道を整備すると
ともに、民間事業者によります水辺空間活用を行ったところ、これまで川に背を向けていた店舗が、平成27年
度時点で78件、川側に入口を設けるなど、川に面した空間が一変して更ににぎわいのある観光地となっており
ます。

5

よりまして、新潟市内の飲食店経営者の水辺への関心が一気に高まりました。これを受けまして、平成28年に
都市・地域再生等利用区域に指定をし、河川敷を活用した期間限定の11軒の店舗営業が実現をいたしました。
その結果、夏場を中心とした三か月間で推計約３万人の利用客でにぎわったところでございまして、今後は利用
区域全体での飲食店や売店等の営業活動につきまして、民間事業者を中心にしたエリアマネジメントが開始さ
れる予定でございます。
　このように、ミズベリングの活動にはマーケティングや地域のブランド化に関するノウハウを有する民間企業
の関わりが重要であると考えているところでございます。多くの参加者がこれまでにない斬新な視点で主体的な
水辺活用を行おうとするミズベリングの活動は、魅力と個性あふれるまちづくりを進めていく上で大変効果的で
あると考えておりまして、国土交通省といたしましては、今後とも全国でこのような活動が進むよう支援してま
いりたいと考えているところでございます。

美しく豊かなまちづくりに向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　未来を先取りしたようなすばらしい取組だというふうに思いますので、是非ともこれもまちづくりと一体と
なって進むようにお願いをしたいというふうに思います。大臣、副大臣、政務官、都市局長にも是非ともこの取
組を応援していただければ有り難いというふうに思います。
　それでは、最後の質問に参ります。
　これからの美しく豊かなまちづくり、大変大事なことだというふうに思います。今お話をしました水辺を活用
して町を楽しく豊かな空間にしていく取組も大事な取組だというふうに思います。今回の法改正を契機として、
水辺の活用も含めまして、すばらしいまちづくりが進むように私も期待をいたしております。
　これからの美しく豊かなまちづくりに向けまして、水辺空間の活用も含めまして、大臣の御決意を伺いたいと
思います。

石井国土交通大臣：都市における公園、緑地、河川空間等のオープンスペースは、
景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を有し、美しく潤いのある都市
空間の形成に不可欠であります。また、美しく緑豊かなまちづくりを進めるた
めには、まちづくりの主体である地方公共団体が多様な主体の参画を得つつ、
地域の自然や文化に根差した魅力と個性あふれるまちづくりを進めることが重
要と考えております。
　特に、人口減少社会におきましては、地方公共団体の財政等の制約の下、こ
のようなオープンスペースを生み出し、守り育てるためには、民間の力も最大
限活用することが重要であります。このため、今回の法案に公共還元型の収益
施設の設置管理制度等の施策を盛り込んだところであります。また、河川が有
する魅力を活用し、町に新たなにぎわいを創出するミズベリングの活動などを
通じたかわまちづくりの取

組も推進することで、オープンスペースの質を向上させ、地
域の魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
　こういった取組を通じまして、水辺空間を含め、美しく緑
豊かな都市空間の形成に全力で取り組んでまいりたいと考え
ております。

足立敏之委員：石井大臣のリーダーシップに大いに期待をし
まして、質問を終えたいと思います。
　ありがとうございました。



増子輝彦国土交通委員長：都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

都市公園の今後のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今国会に提出されました都市緑地法等の一部改正案につき
まして質問をさせていただきます。
　私は、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、四国、中部の整備局長として、あるいは近畿の企画
部長として、公園事業につきましても携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　まず、都市公園といいますと、私にとりましては、皆様もそうかもしれませんが、ブランコとか滑り台とか鉄
棒とか砂場とかジャングルジムだとか、そういった遊具が画一的に配置されている児童公園、これが頭に浮かび
ます。高度成長期の子供たちにとりましては安全に遊ぶことができる貴重な空間であり、かつては元気に遊び回
る子供たちの声があふれていたように思います。しかし、最近では少子化や子供たちの生活パターンの変化で、
あちらこちらで設備も古びてしまい閑散とした小さな公園が目に付くようになってまいりました。もったいな
い、そのように感じております。
　私にとりまして公園に対する考え方が変わりましたのは、実は新婚
旅行でニュージーランドのクライストチャーチを訪れたのがきっかけ
でございます。お手元に資料１を配付させていただきましたが、ハグ
レイ公園というんですけれども、豊かな森のある広大な緑地の中で
人々がゆったりと散策を楽しみまして、そんな中を自然豊かな川が流
れ、そこで川遊びをする人たちがいる、そんな光景を目にしてから公
園に対する考え方が大きく変わりました。児童公園の中で与えられた
遊具で遊ぶのではなくて、ゆったりとそこで過ごすことのできる、そ
ういう公園に憧れを持ちました。
　そのような目で見ると、都内にも新宿御苑だとか代々木公園、砧公
園など魅力的な公園があります。しかし、そのような公園は限定的で
ありまして、わざわざ出かけていかなければ体験できません。こうし
た公園をもっと身近に何とか増やせないか、私はそういうふうに思っ
ております。
　最近の東京を見てみますと少しずつ変化が生じてきているように思
います。六本木ヒルズやミッドタウン、二子玉川など大規模な市街地
再開発に合わせまして、ゆったりと過ごすことのできる緑とオープン
スペースが整備され、そういう雰囲気を楽しむため、たくさんの皆さんがそこに訪れています。こうした公園を
もっともっと増やしていただきたい、私はそういうふうに思っております。
　恐らく国土交通省の皆さんにも、特に都市局の皆さんには、都市公園に対して様々な熱い思いがあるのではな

いでしょうか。都市においてこれからの公園はどのような考え方で造っていくべき
か、お考えを伺います。

栗田都市局長：都市公園は良好な都市環境を形成し、市民のレクリエーション活動、
健康活動、文化活動等の場となるとともに、災害時の避難場所となる場を提供する
など、都市において多様な役割を有しております。これまでに都市公園の計画的な
整備を進めてきた結果、平成27年度末現在での全国の面積は約12万4,000ヘクター
ルに達しております。一人当たりの都市公園面積は約10.3平米となっております。
　他方、質的側面に着目いたしますと、都市公園に求められる役割は時代背景によっ

都市緑地の維持管理への造園業界の参画について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　是非、地方で頑張っている、きらりと光るようなこうした施設に国としてもしっかり支援ができるように検討
を進めていただきたいというふうに思います。
　また、今日は道路局長には声を掛けておりませんが、四国８の字ネットワークという高速道路のネットワーク
についても、このモネの庭のためだけではなくて、南海トラフ巨大地震対応というような観点からも一日も早く
整備するようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、都市における緑地の保全について伺いたいと思います。
　緑地を開発してどんどん宅地化する時代ではなくなったと思います。一方、人口の減少に伴いまして、都市内
で使い道のない空き地が増えていくことに対して、緑地の有する多機能性を考慮して保全、確保していくことが
大事だというふうに考えます。しかし、都市緑地もしっかり管理しなければ荒れ果てていきます。少しでもそう
したことに歯止めを掛けるには、緑地管理の担い手を幅広く、市民団体やNPO法人、企業等に広げていくこと
が大切だというふうに思います。
　今回の法改正で考えている都市緑地の維持管理の担い手として民間主体を対象に加える効果について伺いま
す。また、その民間に緑という分野で専門的な技術を有する造園業者の皆さんに是非参画していただきたいと思
いますけれども、その可能性があるのか、併せて伺います。

栗田都市局長：都市における緑地は、潤いのある豊かな都市空間の形成に不可欠なものでございます。しかし、
財政制約等から地方公共団体が公園緑地の整備や維持保全を自ら行うことが困難となってきておりまして、民間
の力を最大限活用することも重要と考えております。
　現在でも、まちづくり会社や自治会等の住
民団体が広く住民が利用するような緑地を整
備、管理している例が見られます。また、企
業等が質の高い緑地を中心市街地等で自ら創
出して管理している取組も増えてきていると
ころでございます。
　これまで緑地の保全等の活動を行っていた
だく者を認知する制度でございます緑地保全・
緑化推進法人、この指定対象は社団、財団、
NPO法人等に限られておりました。今般の法
改正におきまして、このような都市の緑地の
保全及び緑化の推進に資する活動を行ってい
る民間会社等を緑地保全・緑化推進法人の対
象に追加することとしたいと考えております。
　このような民間会社等を公的に信任し緑地
創出の担い手としての位置付けを持っていただくことで、その取組を一層推進して、地方公共団体による緑地の
保全、緑化の推進を補完していただきたいと考えております。
　造園会社につきましてのお尋ねがございました。
　造園会社は元々、緑地の保全あるいは緑化の推進に関する技術、ノウハウを備えた専門家集団でございます。
現在、全国の各地で150社以上の造園会社が指定管理者として都市公園の管理運営を行っております。このよう
に豊かな実績を有する多くの造園会社が緑地保全・緑化推進法人の位置付けを得て、緑地の保全、緑化の推進の
担い手として今後ますます活躍いただけるものと期待しておるところでございます。

　今般の法改正では、このような取組をより一層推進する仕組みとして、公募による公共還元型の収益施設の設
置管理制度を創設することとしております。本制度は、園路や広場など、これまで地方公共団体が整備していた
施設も民間事業者に一体的に計画、整備、管理していただくものでございます。民間活力による地域の魅力を高
めるような都市公園のリニューアルを各地で推進してまいりたいと考えております。

地方の優れた公園への支援について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　民間のセンスを入れて魅力的な公園を増やしていただきたい、そういうふ
うに思っております。
　次に、町の顔となります公園の個性の創出、公園のブランド化という観点
で伺いたいと思います。
　配付資料の２を御覧いただければと思います。
　四国の高知県の東部に北川村という人口1,300人ぐらいの小さな村がござ
います。坂本龍馬の盟友の中岡慎太郎が生まれたところでもありますが、い
わゆる四国８の字ネットワークと呼ばれる高速道路のうち、徳島から室戸岬
の方を回って高知と結ぶ区間がまだつながっていないため、交通の便は良くありません。
　ここに、しかし、北川村モネの庭マルモッタンという公園がございます。印象派の画家クロード・モネのフラ
ンスにありますジベルニーという、そこにあります庭、それを再現した公園でございます。今の村長の上村さん
が若い頃、現地と直接交渉して、ちゃんと本家の許可を得て導入し、名前もいただいた公園です。実にこれがいい、
そういうふうに思います。モネの「睡蓮」の絵のとおりの池があり、橋があります。こういう魅力のあるブラン
ドをしっかり有する公園が大事だというふうに思っております。ちょっと遠いんですけれども、是非とも皆様
にも一度訪れていただければ有り難いというふうに思います。
　こうしたブランドを大事にするには、特にこうした地方部におきましては行政の役割が大事であります。この
モネの庭も村主導で整備したものでございます。こうした魅力ある施設にとっても、更新も大事ですし、メンテ
ナンスも必要になってきます。地方の自治体が頑張って維持している、レベルの高い超一流のこうした施設に対
しまして、国としてどのような支援ができるのか、伺いたいと思います。

栗田都市局長：いわゆる公園というように申しますと、都市公園法に基づきまして主として都市計画区域内で設
置される都市公園以外にも、今御紹介がありましたようなモネの庭のように、地方公共団体が条例等に基づきま
して独自に設置管理している公園もございます。地域のブランド価値向上につながっているものも多数あると思
います。
　このような地方公共団体が独自に設置管理し、地域の魅力を高めるような公園の整備につきましては、都市計
画区域外に位置しまして農山漁村地域の生活環境の向上に資する公園で、一定の要件を満たすものにつきまして
は、これまでも社会資本整備総合交付金により支援を行っているところでございます。

　また、地方公共団体が独自に設置されておられる公園の場
合、都市公園のように施設の設置管理許可期間ですとか建蔽
率等の制約がございません。したがいまして、独自に工夫を
いただいて、民間活力を活用した質の高い公園の整備を行っ
ていただくこともまた可能であるというようにも考えており
ます。
　今後とも、今般の法改正の趣旨を、都市公園に限らず、条
例等に基づく公園の整備、管理にも生かしていただきますよ
うに幅広く周知していくことで、地域の魅力を高めるような
公園の整備を進めてまいりたいと考えております。

　また、広島市の京橋川は、繁華街や駅も近い市の中心部にありながら、かつては人通りの少ない川でございま
したが、平成16年から川沿いにオープンカフェの設置を開始して以降、今では８軒の店舗が建ち並び、平成27年度
には年間８万人を超える利用客が昼夜を問わず水辺で飲食を楽しむ新しい広島のにぎわいの場になっております。
　御紹介いたしました地域のように、川の魅力を活用して地域の活性化を行うかわまちづくりが全国各地で進め
られているところでございまして、国土交通省といたしましては、今後も引き続き市町村や地域の皆様によるか
わまちづくりを支援してまいりたいと考えているところでございます。

ミズベリングの今後の展開について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　御紹介のありました広島の京橋川の川沿いのレストランですけれども、先週ちょっと行ってまいりまして、
ちょっと一杯ビールをいただいてまいりましたけれども、とてもすばらしい雰囲気で良かったと思います。
　ただ、全国的にかわまちづくり見ますと、まだまだお化
粧だけ、川だけで考えているという取組も見られます。若
干苦言を呈するようでございますけれども、しっかりとま
ちづくりと一体となってこれから整備を進めていっていた
だきたいというふうに思います。
　次に、最近、まあ一部だと思いますが、注目を集め始め
ているミズベリングという新たな活動について伺いたいと
思います。
　私が国土交通省で水管理・国土保全局長、山田さんの四
代前の局長をしていたときには、私自身は他の業務に追わ
れておりまして余り関わることはできませんでしたけれど
も、このミズベリングは、行政は主役ではなくて市民や企
業が主体となったいわゆるソーシャルデザイン、エリアマ
ネジメント的な考え方のものだと聞いております。水辺を
きっかけに、町を楽しく豊かな暮らしを実現するような場
として取り込んでいこうというような動きというふうに聞
いております。
　配付した資料５は岐阜県高山市の宮川の例でございます
けれども、私のような河川管理に携わった者にとりまして
は、洪水が来るかもしれないような空間にこんな施設を設
けるのはとても驚くべき光景ではございますけれども、これもまた市民ならではのユニークで画期的な取組が始
まっているように思います。
　ミズベリングのこれからの可能性、そしてまちづくりに与える効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　ミズベリングは、これまで身近にある川をほとんど意識していなかった人々ですとか、あるいは民間企業の方々
が改めて川の価値を見出して主体的に川の魅力を活用しようとする新しい活動でございます。国土交通省といた
しましても、この水辺への関心を高める機会の提供などによりましてこの活動を積極的に支援しているところで
ございます。
　平成26年に活動を開始して以降、地元市町村、民間企業、地域住民などが連携し協力し合う動きが広がり始め、
様々な立場の参加者が自由な発想で水辺活用のアイデアを提示し、各地域においてアイデアを実現させるため、
全国で50件を超えるミズベリング会議が開催され、これまでの水辺活用の殻を破った活動が繰り広げられてい
るところでございます。
　例えば、新潟市の信濃川では、地域住民の皆様による水辺活用の人気投票を行うなどのミズベリングの活動に

まちづくりにおける川や水辺の活用について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。
　造園業界の皆さんは緑の専門家として活躍できる大事な
担い手であります。また、そこに住んで、災害時には地域
の守り手としても活躍していただいている方々でもござい
ます。是非とも、技術と意欲のある造園業界の皆さんにこ
うした分野への参画を期待したいというふうに思います。
また、造園業界の皆様にも、そのようなチャンスが訪れた
ときにしっかりと活躍できるように日頃から準備に努めて
いただきたいと、そういうふうに思っております。
　そのほかにも、今回の法改正では、都市公園内で保育所
などの施設を設置することを可能にしたり、用途地域とし
て田園住居地域を創設して農地と調和した住居環境を保護
するなど、重要な施策がたくさん盛り込まれております。
私は賛成の立場でございますので、できるだけ速やかに法
改正を行い、実施に移していっていただきたいというふう
に思います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、まちづくりにおけます川や水辺の活用につ
いて伺いたいと思います。
　都市において公園や緑地、農地などとともに大事な要素
が川や水辺だというふうに思っております。しかし、私な
どは河川管理者の立場で、どうしても川の中からだけで考える、あるいは川の方だけから見て考える、そういう
ような狭い視野でこれまで川を考えてきてしまったのではないかというふうに反省をいたしております。
　最近ようやく、かわまちづくりといいまして、一歩進めて、川だけではなくて背後地との連携も含めて川づく
りを考えていこうという取組が出てき始めました。東京の日本橋川、大阪の道頓堀川、広島の太田川、徳島の新
町川などが代表的な例だと思います。
　配付した資料４でございますが、徳島の新町川でございます。これまで川に背を向けていたお店が川に向けて
扉を設けて、町が川に向けて開かれてきている、そういうような象徴的な川でもございます。こうしたかわまち
づくりの実情とその効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　委員御指摘のかわまちづくりでございますが、これは市町村、それから民間事業
者、地域の方々等と連携をいたしまして、川が有します自然、歴史、安らぎ等の魅
力を地域の資源として活用することによりまして、町に新たな人の流れをつくり、
にぎわいの場の創出や、あるいは観光振興などの地域活性化を行うものでございます。
　そのため、国土交通省では、かわまちづくり支援制度によりまして、水辺の基盤
整備や、あるいは民間事業者の方々によります河川利用の制度促進など、ハード、
ソフトの両面から支援をしているところでございます。
　この支援制度には、今年度新規に登録されました12か所を含めて169か所が登録

されておりまして、全国各地でかわまちづくりが進められているところでございます。
　例えば、先ほど委員も御紹介にございました大阪市の道頓堀川でございますが、川沿いの遊歩道を整備すると
ともに、民間事業者によります水辺空間活用を行ったところ、これまで川に背を向けていた店舗が、平成27年
度時点で78件、川側に入口を設けるなど、川に面した空間が一変して更ににぎわいのある観光地となっており
ます。
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よりまして、新潟市内の飲食店経営者の水辺への関心が一気に高まりました。これを受けまして、平成28年に
都市・地域再生等利用区域に指定をし、河川敷を活用した期間限定の11軒の店舗営業が実現をいたしました。
その結果、夏場を中心とした三か月間で推計約３万人の利用客でにぎわったところでございまして、今後は利用
区域全体での飲食店や売店等の営業活動につきまして、民間事業者を中心にしたエリアマネジメントが開始さ
れる予定でございます。
　このように、ミズベリングの活動にはマーケティングや地域のブランド化に関するノウハウを有する民間企業
の関わりが重要であると考えているところでございます。多くの参加者がこれまでにない斬新な視点で主体的な
水辺活用を行おうとするミズベリングの活動は、魅力と個性あふれるまちづくりを進めていく上で大変効果的で
あると考えておりまして、国土交通省といたしましては、今後とも全国でこのような活動が進むよう支援してま
いりたいと考えているところでございます。

美しく豊かなまちづくりに向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　未来を先取りしたようなすばらしい取組だというふうに思いますので、是非ともこれもまちづくりと一体と
なって進むようにお願いをしたいというふうに思います。大臣、副大臣、政務官、都市局長にも是非ともこの取
組を応援していただければ有り難いというふうに思います。
　それでは、最後の質問に参ります。
　これからの美しく豊かなまちづくり、大変大事なことだというふうに思います。今お話をしました水辺を活用
して町を楽しく豊かな空間にしていく取組も大事な取組だというふうに思います。今回の法改正を契機として、
水辺の活用も含めまして、すばらしいまちづくりが進むように私も期待をいたしております。
　これからの美しく豊かなまちづくりに向けまして、水辺空間の活用も含めまして、大臣の御決意を伺いたいと
思います。

石井国土交通大臣：都市における公園、緑地、河川空間等のオープンスペースは、
景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を有し、美しく潤いのある都市
空間の形成に不可欠であります。また、美しく緑豊かなまちづくりを進めるた
めには、まちづくりの主体である地方公共団体が多様な主体の参画を得つつ、
地域の自然や文化に根差した魅力と個性あふれるまちづくりを進めることが重
要と考えております。
　特に、人口減少社会におきましては、地方公共団体の財政等の制約の下、こ
のようなオープンスペースを生み出し、守り育てるためには、民間の力も最大
限活用することが重要であります。このため、今回の法案に公共還元型の収益
施設の設置管理制度等の施策を盛り込んだところであります。また、河川が有
する魅力を活用し、町に新たなにぎわいを創出するミズベリングの活動などを
通じたかわまちづくりの取

組も推進することで、オープンスペースの質を向上させ、地
域の魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
　こういった取組を通じまして、水辺空間を含め、美しく緑
豊かな都市空間の形成に全力で取り組んでまいりたいと考え
ております。

足立敏之委員：石井大臣のリーダーシップに大いに期待をし
まして、質問を終えたいと思います。
　ありがとうございました。

山田邦博水管理・国土保全局長

資料４：徳島市新町川 かわまちづくりの事例



増子輝彦国土交通委員長：都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

都市公園の今後のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今国会に提出されました都市緑地法等の一部改正案につき
まして質問をさせていただきます。
　私は、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、四国、中部の整備局長として、あるいは近畿の企画
部長として、公園事業につきましても携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　まず、都市公園といいますと、私にとりましては、皆様もそうかもしれませんが、ブランコとか滑り台とか鉄
棒とか砂場とかジャングルジムだとか、そういった遊具が画一的に配置されている児童公園、これが頭に浮かび
ます。高度成長期の子供たちにとりましては安全に遊ぶことができる貴重な空間であり、かつては元気に遊び回
る子供たちの声があふれていたように思います。しかし、最近では少子化や子供たちの生活パターンの変化で、
あちらこちらで設備も古びてしまい閑散とした小さな公園が目に付くようになってまいりました。もったいな
い、そのように感じております。
　私にとりまして公園に対する考え方が変わりましたのは、実は新婚
旅行でニュージーランドのクライストチャーチを訪れたのがきっかけ
でございます。お手元に資料１を配付させていただきましたが、ハグ
レイ公園というんですけれども、豊かな森のある広大な緑地の中で
人々がゆったりと散策を楽しみまして、そんな中を自然豊かな川が流
れ、そこで川遊びをする人たちがいる、そんな光景を目にしてから公
園に対する考え方が大きく変わりました。児童公園の中で与えられた
遊具で遊ぶのではなくて、ゆったりとそこで過ごすことのできる、そ
ういう公園に憧れを持ちました。
　そのような目で見ると、都内にも新宿御苑だとか代々木公園、砧公
園など魅力的な公園があります。しかし、そのような公園は限定的で
ありまして、わざわざ出かけていかなければ体験できません。こうし
た公園をもっと身近に何とか増やせないか、私はそういうふうに思っ
ております。
　最近の東京を見てみますと少しずつ変化が生じてきているように思
います。六本木ヒルズやミッドタウン、二子玉川など大規模な市街地
再開発に合わせまして、ゆったりと過ごすことのできる緑とオープン
スペースが整備され、そういう雰囲気を楽しむため、たくさんの皆さんがそこに訪れています。こうした公園を
もっともっと増やしていただきたい、私はそういうふうに思っております。
　恐らく国土交通省の皆さんにも、特に都市局の皆さんには、都市公園に対して様々な熱い思いがあるのではな

いでしょうか。都市においてこれからの公園はどのような考え方で造っていくべき
か、お考えを伺います。

栗田都市局長：都市公園は良好な都市環境を形成し、市民のレクリエーション活動、
健康活動、文化活動等の場となるとともに、災害時の避難場所となる場を提供する
など、都市において多様な役割を有しております。これまでに都市公園の計画的な
整備を進めてきた結果、平成27年度末現在での全国の面積は約12万4,000ヘクター
ルに達しております。一人当たりの都市公園面積は約10.3平米となっております。
　他方、質的側面に着目いたしますと、都市公園に求められる役割は時代背景によっ
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都市緑地の維持管理への造園業界の参画について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　是非、地方で頑張っている、きらりと光るようなこうした施設に国としてもしっかり支援ができるように検討
を進めていただきたいというふうに思います。
　また、今日は道路局長には声を掛けておりませんが、四国８の字ネットワークという高速道路のネットワーク
についても、このモネの庭のためだけではなくて、南海トラフ巨大地震対応というような観点からも一日も早く
整備するようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、都市における緑地の保全について伺いたいと思います。
　緑地を開発してどんどん宅地化する時代ではなくなったと思います。一方、人口の減少に伴いまして、都市内
で使い道のない空き地が増えていくことに対して、緑地の有する多機能性を考慮して保全、確保していくことが
大事だというふうに考えます。しかし、都市緑地もしっかり管理しなければ荒れ果てていきます。少しでもそう
したことに歯止めを掛けるには、緑地管理の担い手を幅広く、市民団体やNPO法人、企業等に広げていくこと
が大切だというふうに思います。
　今回の法改正で考えている都市緑地の維持管理の担い手として民間主体を対象に加える効果について伺いま
す。また、その民間に緑という分野で専門的な技術を有する造園業者の皆さんに是非参画していただきたいと思
いますけれども、その可能性があるのか、併せて伺います。

栗田都市局長：都市における緑地は、潤いのある豊かな都市空間の形成に不可欠なものでございます。しかし、
財政制約等から地方公共団体が公園緑地の整備や維持保全を自ら行うことが困難となってきておりまして、民間
の力を最大限活用することも重要と考えております。
　現在でも、まちづくり会社や自治会等の住
民団体が広く住民が利用するような緑地を整
備、管理している例が見られます。また、企
業等が質の高い緑地を中心市街地等で自ら創
出して管理している取組も増えてきていると
ころでございます。
　これまで緑地の保全等の活動を行っていた
だく者を認知する制度でございます緑地保全・
緑化推進法人、この指定対象は社団、財団、
NPO法人等に限られておりました。今般の法
改正におきまして、このような都市の緑地の
保全及び緑化の推進に資する活動を行ってい
る民間会社等を緑地保全・緑化推進法人の対
象に追加することとしたいと考えております。
　このような民間会社等を公的に信任し緑地
創出の担い手としての位置付けを持っていただくことで、その取組を一層推進して、地方公共団体による緑地の
保全、緑化の推進を補完していただきたいと考えております。
　造園会社につきましてのお尋ねがございました。
　造園会社は元々、緑地の保全あるいは緑化の推進に関する技術、ノウハウを備えた専門家集団でございます。
現在、全国の各地で150社以上の造園会社が指定管理者として都市公園の管理運営を行っております。このよう
に豊かな実績を有する多くの造園会社が緑地保全・緑化推進法人の位置付けを得て、緑地の保全、緑化の推進の
担い手として今後ますます活躍いただけるものと期待しておるところでございます。

　今般の法改正では、このような取組をより一層推進する仕組みとして、公募による公共還元型の収益施設の設
置管理制度を創設することとしております。本制度は、園路や広場など、これまで地方公共団体が整備していた
施設も民間事業者に一体的に計画、整備、管理していただくものでございます。民間活力による地域の魅力を高
めるような都市公園のリニューアルを各地で推進してまいりたいと考えております。

地方の優れた公園への支援について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　民間のセンスを入れて魅力的な公園を増やしていただきたい、そういうふ
うに思っております。
　次に、町の顔となります公園の個性の創出、公園のブランド化という観点
で伺いたいと思います。
　配付資料の２を御覧いただければと思います。
　四国の高知県の東部に北川村という人口1,300人ぐらいの小さな村がござ
います。坂本龍馬の盟友の中岡慎太郎が生まれたところでもありますが、い
わゆる四国８の字ネットワークと呼ばれる高速道路のうち、徳島から室戸岬
の方を回って高知と結ぶ区間がまだつながっていないため、交通の便は良くありません。
　ここに、しかし、北川村モネの庭マルモッタンという公園がございます。印象派の画家クロード・モネのフラ
ンスにありますジベルニーという、そこにあります庭、それを再現した公園でございます。今の村長の上村さん
が若い頃、現地と直接交渉して、ちゃんと本家の許可を得て導入し、名前もいただいた公園です。実にこれがいい、
そういうふうに思います。モネの「睡蓮」の絵のとおりの池があり、橋があります。こういう魅力のあるブラン
ドをしっかり有する公園が大事だというふうに思っております。ちょっと遠いんですけれども、是非とも皆様
にも一度訪れていただければ有り難いというふうに思います。
　こうしたブランドを大事にするには、特にこうした地方部におきましては行政の役割が大事であります。この
モネの庭も村主導で整備したものでございます。こうした魅力ある施設にとっても、更新も大事ですし、メンテ
ナンスも必要になってきます。地方の自治体が頑張って維持している、レベルの高い超一流のこうした施設に対
しまして、国としてどのような支援ができるのか、伺いたいと思います。

栗田都市局長：いわゆる公園というように申しますと、都市公園法に基づきまして主として都市計画区域内で設
置される都市公園以外にも、今御紹介がありましたようなモネの庭のように、地方公共団体が条例等に基づきま
して独自に設置管理している公園もございます。地域のブランド価値向上につながっているものも多数あると思
います。
　このような地方公共団体が独自に設置管理し、地域の魅力を高めるような公園の整備につきましては、都市計
画区域外に位置しまして農山漁村地域の生活環境の向上に資する公園で、一定の要件を満たすものにつきまして
は、これまでも社会資本整備総合交付金により支援を行っているところでございます。

　また、地方公共団体が独自に設置されておられる公園の場
合、都市公園のように施設の設置管理許可期間ですとか建蔽
率等の制約がございません。したがいまして、独自に工夫を
いただいて、民間活力を活用した質の高い公園の整備を行っ
ていただくこともまた可能であるというようにも考えており
ます。
　今後とも、今般の法改正の趣旨を、都市公園に限らず、条
例等に基づく公園の整備、管理にも生かしていただきますよ
うに幅広く周知していくことで、地域の魅力を高めるような
公園の整備を進めてまいりたいと考えております。

　また、広島市の京橋川は、繁華街や駅も近い市の中心部にありながら、かつては人通りの少ない川でございま
したが、平成16年から川沿いにオープンカフェの設置を開始して以降、今では８軒の店舗が建ち並び、平成27年度
には年間８万人を超える利用客が昼夜を問わず水辺で飲食を楽しむ新しい広島のにぎわいの場になっております。
　御紹介いたしました地域のように、川の魅力を活用して地域の活性化を行うかわまちづくりが全国各地で進め
られているところでございまして、国土交通省といたしましては、今後も引き続き市町村や地域の皆様によるか
わまちづくりを支援してまいりたいと考えているところでございます。

ミズベリングの今後の展開について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　御紹介のありました広島の京橋川の川沿いのレストランですけれども、先週ちょっと行ってまいりまして、
ちょっと一杯ビールをいただいてまいりましたけれども、とてもすばらしい雰囲気で良かったと思います。
　ただ、全国的にかわまちづくり見ますと、まだまだお化
粧だけ、川だけで考えているという取組も見られます。若
干苦言を呈するようでございますけれども、しっかりとま
ちづくりと一体となってこれから整備を進めていっていた
だきたいというふうに思います。
　次に、最近、まあ一部だと思いますが、注目を集め始め
ているミズベリングという新たな活動について伺いたいと
思います。
　私が国土交通省で水管理・国土保全局長、山田さんの四
代前の局長をしていたときには、私自身は他の業務に追わ
れておりまして余り関わることはできませんでしたけれど
も、このミズベリングは、行政は主役ではなくて市民や企
業が主体となったいわゆるソーシャルデザイン、エリアマ
ネジメント的な考え方のものだと聞いております。水辺を
きっかけに、町を楽しく豊かな暮らしを実現するような場
として取り込んでいこうというような動きというふうに聞
いております。
　配付した資料５は岐阜県高山市の宮川の例でございます
けれども、私のような河川管理に携わった者にとりまして
は、洪水が来るかもしれないような空間にこんな施設を設
けるのはとても驚くべき光景ではございますけれども、これもまた市民ならではのユニークで画期的な取組が始
まっているように思います。
　ミズベリングのこれからの可能性、そしてまちづくりに与える効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　ミズベリングは、これまで身近にある川をほとんど意識していなかった人々ですとか、あるいは民間企業の方々
が改めて川の価値を見出して主体的に川の魅力を活用しようとする新しい活動でございます。国土交通省といた
しましても、この水辺への関心を高める機会の提供などによりましてこの活動を積極的に支援しているところで
ございます。
　平成26年に活動を開始して以降、地元市町村、民間企業、地域住民などが連携し協力し合う動きが広がり始め、
様々な立場の参加者が自由な発想で水辺活用のアイデアを提示し、各地域においてアイデアを実現させるため、
全国で50件を超えるミズベリング会議が開催され、これまでの水辺活用の殻を破った活動が繰り広げられてい
るところでございます。
　例えば、新潟市の信濃川では、地域住民の皆様による水辺活用の人気投票を行うなどのミズベリングの活動に

まちづくりにおける川や水辺の活用について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。
　造園業界の皆さんは緑の専門家として活躍できる大事な
担い手であります。また、そこに住んで、災害時には地域
の守り手としても活躍していただいている方々でもござい
ます。是非とも、技術と意欲のある造園業界の皆さんにこ
うした分野への参画を期待したいというふうに思います。
また、造園業界の皆様にも、そのようなチャンスが訪れた
ときにしっかりと活躍できるように日頃から準備に努めて
いただきたいと、そういうふうに思っております。
　そのほかにも、今回の法改正では、都市公園内で保育所
などの施設を設置することを可能にしたり、用途地域とし
て田園住居地域を創設して農地と調和した住居環境を保護
するなど、重要な施策がたくさん盛り込まれております。
私は賛成の立場でございますので、できるだけ速やかに法
改正を行い、実施に移していっていただきたいというふう
に思います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、まちづくりにおけます川や水辺の活用につ
いて伺いたいと思います。
　都市において公園や緑地、農地などとともに大事な要素
が川や水辺だというふうに思っております。しかし、私な
どは河川管理者の立場で、どうしても川の中からだけで考える、あるいは川の方だけから見て考える、そういう
ような狭い視野でこれまで川を考えてきてしまったのではないかというふうに反省をいたしております。
　最近ようやく、かわまちづくりといいまして、一歩進めて、川だけではなくて背後地との連携も含めて川づく
りを考えていこうという取組が出てき始めました。東京の日本橋川、大阪の道頓堀川、広島の太田川、徳島の新
町川などが代表的な例だと思います。
　配付した資料４でございますが、徳島の新町川でございます。これまで川に背を向けていたお店が川に向けて
扉を設けて、町が川に向けて開かれてきている、そういうような象徴的な川でもございます。こうしたかわまち
づくりの実情とその効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　委員御指摘のかわまちづくりでございますが、これは市町村、それから民間事業
者、地域の方々等と連携をいたしまして、川が有します自然、歴史、安らぎ等の魅
力を地域の資源として活用することによりまして、町に新たな人の流れをつくり、
にぎわいの場の創出や、あるいは観光振興などの地域活性化を行うものでございます。
　そのため、国土交通省では、かわまちづくり支援制度によりまして、水辺の基盤
整備や、あるいは民間事業者の方々によります河川利用の制度促進など、ハード、
ソフトの両面から支援をしているところでございます。
　この支援制度には、今年度新規に登録されました12か所を含めて169か所が登録

されておりまして、全国各地でかわまちづくりが進められているところでございます。
　例えば、先ほど委員も御紹介にございました大阪市の道頓堀川でございますが、川沿いの遊歩道を整備すると
ともに、民間事業者によります水辺空間活用を行ったところ、これまで川に背を向けていた店舗が、平成27年
度時点で78件、川側に入口を設けるなど、川に面した空間が一変して更ににぎわいのある観光地となっており
ます。

7

よりまして、新潟市内の飲食店経営者の水辺への関心が一気に高まりました。これを受けまして、平成28年に
都市・地域再生等利用区域に指定をし、河川敷を活用した期間限定の11軒の店舗営業が実現をいたしました。
その結果、夏場を中心とした三か月間で推計約３万人の利用客でにぎわったところでございまして、今後は利用
区域全体での飲食店や売店等の営業活動につきまして、民間事業者を中心にしたエリアマネジメントが開始さ
れる予定でございます。
　このように、ミズベリングの活動にはマーケティングや地域のブランド化に関するノウハウを有する民間企業
の関わりが重要であると考えているところでございます。多くの参加者がこれまでにない斬新な視点で主体的な
水辺活用を行おうとするミズベリングの活動は、魅力と個性あふれるまちづくりを進めていく上で大変効果的で
あると考えておりまして、国土交通省といたしましては、今後とも全国でこのような活動が進むよう支援してま
いりたいと考えているところでございます。

美しく豊かなまちづくりに向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　未来を先取りしたようなすばらしい取組だというふうに思いますので、是非ともこれもまちづくりと一体と
なって進むようにお願いをしたいというふうに思います。大臣、副大臣、政務官、都市局長にも是非ともこの取
組を応援していただければ有り難いというふうに思います。
　それでは、最後の質問に参ります。
　これからの美しく豊かなまちづくり、大変大事なことだというふうに思います。今お話をしました水辺を活用
して町を楽しく豊かな空間にしていく取組も大事な取組だというふうに思います。今回の法改正を契機として、
水辺の活用も含めまして、すばらしいまちづくりが進むように私も期待をいたしております。
　これからの美しく豊かなまちづくりに向けまして、水辺空間の活用も含めまして、大臣の御決意を伺いたいと
思います。

石井国土交通大臣：都市における公園、緑地、河川空間等のオープンスペースは、
景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を有し、美しく潤いのある都市
空間の形成に不可欠であります。また、美しく緑豊かなまちづくりを進めるた
めには、まちづくりの主体である地方公共団体が多様な主体の参画を得つつ、
地域の自然や文化に根差した魅力と個性あふれるまちづくりを進めることが重
要と考えております。
　特に、人口減少社会におきましては、地方公共団体の財政等の制約の下、こ
のようなオープンスペースを生み出し、守り育てるためには、民間の力も最大
限活用することが重要であります。このため、今回の法案に公共還元型の収益
施設の設置管理制度等の施策を盛り込んだところであります。また、河川が有
する魅力を活用し、町に新たなにぎわいを創出するミズベリングの活動などを
通じたかわまちづくりの取

組も推進することで、オープンスペースの質を向上させ、地
域の魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
　こういった取組を通じまして、水辺空間を含め、美しく緑
豊かな都市空間の形成に全力で取り組んでまいりたいと考え
ております。

足立敏之委員：石井大臣のリーダーシップに大いに期待をし
まして、質問を終えたいと思います。
　ありがとうございました。

資料５：岐阜県高山市宮川 ミズベリングの事例



増子輝彦国土交通委員長：都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

都市公園の今後のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今国会に提出されました都市緑地法等の一部改正案につき
まして質問をさせていただきます。
　私は、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、四国、中部の整備局長として、あるいは近畿の企画
部長として、公園事業につきましても携わらせていただきました。本日はその経験も踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　まず、都市公園といいますと、私にとりましては、皆様もそうかもしれませんが、ブランコとか滑り台とか鉄
棒とか砂場とかジャングルジムだとか、そういった遊具が画一的に配置されている児童公園、これが頭に浮かび
ます。高度成長期の子供たちにとりましては安全に遊ぶことができる貴重な空間であり、かつては元気に遊び回
る子供たちの声があふれていたように思います。しかし、最近では少子化や子供たちの生活パターンの変化で、
あちらこちらで設備も古びてしまい閑散とした小さな公園が目に付くようになってまいりました。もったいな
い、そのように感じております。
　私にとりまして公園に対する考え方が変わりましたのは、実は新婚
旅行でニュージーランドのクライストチャーチを訪れたのがきっかけ
でございます。お手元に資料１を配付させていただきましたが、ハグ
レイ公園というんですけれども、豊かな森のある広大な緑地の中で
人々がゆったりと散策を楽しみまして、そんな中を自然豊かな川が流
れ、そこで川遊びをする人たちがいる、そんな光景を目にしてから公
園に対する考え方が大きく変わりました。児童公園の中で与えられた
遊具で遊ぶのではなくて、ゆったりとそこで過ごすことのできる、そ
ういう公園に憧れを持ちました。
　そのような目で見ると、都内にも新宿御苑だとか代々木公園、砧公
園など魅力的な公園があります。しかし、そのような公園は限定的で
ありまして、わざわざ出かけていかなければ体験できません。こうし
た公園をもっと身近に何とか増やせないか、私はそういうふうに思っ
ております。
　最近の東京を見てみますと少しずつ変化が生じてきているように思
います。六本木ヒルズやミッドタウン、二子玉川など大規模な市街地
再開発に合わせまして、ゆったりと過ごすことのできる緑とオープン
スペースが整備され、そういう雰囲気を楽しむため、たくさんの皆さんがそこに訪れています。こうした公園を
もっともっと増やしていただきたい、私はそういうふうに思っております。
　恐らく国土交通省の皆さんにも、特に都市局の皆さんには、都市公園に対して様々な熱い思いがあるのではな

いでしょうか。都市においてこれからの公園はどのような考え方で造っていくべき
か、お考えを伺います。

栗田都市局長：都市公園は良好な都市環境を形成し、市民のレクリエーション活動、
健康活動、文化活動等の場となるとともに、災害時の避難場所となる場を提供する
など、都市において多様な役割を有しております。これまでに都市公園の計画的な
整備を進めてきた結果、平成27年度末現在での全国の面積は約12万4,000ヘクター
ルに達しております。一人当たりの都市公園面積は約10.3平米となっております。
　他方、質的側面に着目いたしますと、都市公園に求められる役割は時代背景によっ

都市緑地の維持管理への造園業界の参画について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　是非、地方で頑張っている、きらりと光るようなこうした施設に国としてもしっかり支援ができるように検討
を進めていただきたいというふうに思います。
　また、今日は道路局長には声を掛けておりませんが、四国８の字ネットワークという高速道路のネットワーク
についても、このモネの庭のためだけではなくて、南海トラフ巨大地震対応というような観点からも一日も早く
整備するようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、都市における緑地の保全について伺いたいと思います。
　緑地を開発してどんどん宅地化する時代ではなくなったと思います。一方、人口の減少に伴いまして、都市内
で使い道のない空き地が増えていくことに対して、緑地の有する多機能性を考慮して保全、確保していくことが
大事だというふうに考えます。しかし、都市緑地もしっかり管理しなければ荒れ果てていきます。少しでもそう
したことに歯止めを掛けるには、緑地管理の担い手を幅広く、市民団体やNPO法人、企業等に広げていくこと
が大切だというふうに思います。
　今回の法改正で考えている都市緑地の維持管理の担い手として民間主体を対象に加える効果について伺いま
す。また、その民間に緑という分野で専門的な技術を有する造園業者の皆さんに是非参画していただきたいと思
いますけれども、その可能性があるのか、併せて伺います。

栗田都市局長：都市における緑地は、潤いのある豊かな都市空間の形成に不可欠なものでございます。しかし、
財政制約等から地方公共団体が公園緑地の整備や維持保全を自ら行うことが困難となってきておりまして、民間
の力を最大限活用することも重要と考えております。
　現在でも、まちづくり会社や自治会等の住
民団体が広く住民が利用するような緑地を整
備、管理している例が見られます。また、企
業等が質の高い緑地を中心市街地等で自ら創
出して管理している取組も増えてきていると
ころでございます。
　これまで緑地の保全等の活動を行っていた
だく者を認知する制度でございます緑地保全・
緑化推進法人、この指定対象は社団、財団、
NPO法人等に限られておりました。今般の法
改正におきまして、このような都市の緑地の
保全及び緑化の推進に資する活動を行ってい
る民間会社等を緑地保全・緑化推進法人の対
象に追加することとしたいと考えております。
　このような民間会社等を公的に信任し緑地
創出の担い手としての位置付けを持っていただくことで、その取組を一層推進して、地方公共団体による緑地の
保全、緑化の推進を補完していただきたいと考えております。
　造園会社につきましてのお尋ねがございました。
　造園会社は元々、緑地の保全あるいは緑化の推進に関する技術、ノウハウを備えた専門家集団でございます。
現在、全国の各地で150社以上の造園会社が指定管理者として都市公園の管理運営を行っております。このよう
に豊かな実績を有する多くの造園会社が緑地保全・緑化推進法人の位置付けを得て、緑地の保全、緑化の推進の
担い手として今後ますます活躍いただけるものと期待しておるところでございます。

　今般の法改正では、このような取組をより一層推進する仕組みとして、公募による公共還元型の収益施設の設
置管理制度を創設することとしております。本制度は、園路や広場など、これまで地方公共団体が整備していた
施設も民間事業者に一体的に計画、整備、管理していただくものでございます。民間活力による地域の魅力を高
めるような都市公園のリニューアルを各地で推進してまいりたいと考えております。

地方の優れた公園への支援について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　民間のセンスを入れて魅力的な公園を増やしていただきたい、そういうふ
うに思っております。
　次に、町の顔となります公園の個性の創出、公園のブランド化という観点
で伺いたいと思います。
　配付資料の２を御覧いただければと思います。
　四国の高知県の東部に北川村という人口1,300人ぐらいの小さな村がござ
います。坂本龍馬の盟友の中岡慎太郎が生まれたところでもありますが、い
わゆる四国８の字ネットワークと呼ばれる高速道路のうち、徳島から室戸岬
の方を回って高知と結ぶ区間がまだつながっていないため、交通の便は良くありません。
　ここに、しかし、北川村モネの庭マルモッタンという公園がございます。印象派の画家クロード・モネのフラ
ンスにありますジベルニーという、そこにあります庭、それを再現した公園でございます。今の村長の上村さん
が若い頃、現地と直接交渉して、ちゃんと本家の許可を得て導入し、名前もいただいた公園です。実にこれがいい、
そういうふうに思います。モネの「睡蓮」の絵のとおりの池があり、橋があります。こういう魅力のあるブラン
ドをしっかり有する公園が大事だというふうに思っております。ちょっと遠いんですけれども、是非とも皆様
にも一度訪れていただければ有り難いというふうに思います。
　こうしたブランドを大事にするには、特にこうした地方部におきましては行政の役割が大事であります。この
モネの庭も村主導で整備したものでございます。こうした魅力ある施設にとっても、更新も大事ですし、メンテ
ナンスも必要になってきます。地方の自治体が頑張って維持している、レベルの高い超一流のこうした施設に対
しまして、国としてどのような支援ができるのか、伺いたいと思います。

栗田都市局長：いわゆる公園というように申しますと、都市公園法に基づきまして主として都市計画区域内で設
置される都市公園以外にも、今御紹介がありましたようなモネの庭のように、地方公共団体が条例等に基づきま
して独自に設置管理している公園もございます。地域のブランド価値向上につながっているものも多数あると思
います。
　このような地方公共団体が独自に設置管理し、地域の魅力を高めるような公園の整備につきましては、都市計
画区域外に位置しまして農山漁村地域の生活環境の向上に資する公園で、一定の要件を満たすものにつきまして
は、これまでも社会資本整備総合交付金により支援を行っているところでございます。

　また、地方公共団体が独自に設置されておられる公園の場
合、都市公園のように施設の設置管理許可期間ですとか建蔽
率等の制約がございません。したがいまして、独自に工夫を
いただいて、民間活力を活用した質の高い公園の整備を行っ
ていただくこともまた可能であるというようにも考えており
ます。
　今後とも、今般の法改正の趣旨を、都市公園に限らず、条
例等に基づく公園の整備、管理にも生かしていただきますよ
うに幅広く周知していくことで、地域の魅力を高めるような
公園の整備を進めてまいりたいと考えております。

　また、広島市の京橋川は、繁華街や駅も近い市の中心部にありながら、かつては人通りの少ない川でございま
したが、平成16年から川沿いにオープンカフェの設置を開始して以降、今では８軒の店舗が建ち並び、平成27年度
には年間８万人を超える利用客が昼夜を問わず水辺で飲食を楽しむ新しい広島のにぎわいの場になっております。
　御紹介いたしました地域のように、川の魅力を活用して地域の活性化を行うかわまちづくりが全国各地で進め
られているところでございまして、国土交通省といたしましては、今後も引き続き市町村や地域の皆様によるか
わまちづくりを支援してまいりたいと考えているところでございます。

ミズベリングの今後の展開について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　御紹介のありました広島の京橋川の川沿いのレストランですけれども、先週ちょっと行ってまいりまして、
ちょっと一杯ビールをいただいてまいりましたけれども、とてもすばらしい雰囲気で良かったと思います。
　ただ、全国的にかわまちづくり見ますと、まだまだお化
粧だけ、川だけで考えているという取組も見られます。若
干苦言を呈するようでございますけれども、しっかりとま
ちづくりと一体となってこれから整備を進めていっていた
だきたいというふうに思います。
　次に、最近、まあ一部だと思いますが、注目を集め始め
ているミズベリングという新たな活動について伺いたいと
思います。
　私が国土交通省で水管理・国土保全局長、山田さんの四
代前の局長をしていたときには、私自身は他の業務に追わ
れておりまして余り関わることはできませんでしたけれど
も、このミズベリングは、行政は主役ではなくて市民や企
業が主体となったいわゆるソーシャルデザイン、エリアマ
ネジメント的な考え方のものだと聞いております。水辺を
きっかけに、町を楽しく豊かな暮らしを実現するような場
として取り込んでいこうというような動きというふうに聞
いております。
　配付した資料５は岐阜県高山市の宮川の例でございます
けれども、私のような河川管理に携わった者にとりまして
は、洪水が来るかもしれないような空間にこんな施設を設
けるのはとても驚くべき光景ではございますけれども、これもまた市民ならではのユニークで画期的な取組が始
まっているように思います。
　ミズベリングのこれからの可能性、そしてまちづくりに与える効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　ミズベリングは、これまで身近にある川をほとんど意識していなかった人々ですとか、あるいは民間企業の方々
が改めて川の価値を見出して主体的に川の魅力を活用しようとする新しい活動でございます。国土交通省といた
しましても、この水辺への関心を高める機会の提供などによりましてこの活動を積極的に支援しているところで
ございます。
　平成26年に活動を開始して以降、地元市町村、民間企業、地域住民などが連携し協力し合う動きが広がり始め、
様々な立場の参加者が自由な発想で水辺活用のアイデアを提示し、各地域においてアイデアを実現させるため、
全国で50件を超えるミズベリング会議が開催され、これまでの水辺活用の殻を破った活動が繰り広げられてい
るところでございます。
　例えば、新潟市の信濃川では、地域住民の皆様による水辺活用の人気投票を行うなどのミズベリングの活動に

まちづくりにおける川や水辺の活用について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。
　造園業界の皆さんは緑の専門家として活躍できる大事な
担い手であります。また、そこに住んで、災害時には地域
の守り手としても活躍していただいている方々でもござい
ます。是非とも、技術と意欲のある造園業界の皆さんにこ
うした分野への参画を期待したいというふうに思います。
また、造園業界の皆様にも、そのようなチャンスが訪れた
ときにしっかりと活躍できるように日頃から準備に努めて
いただきたいと、そういうふうに思っております。
　そのほかにも、今回の法改正では、都市公園内で保育所
などの施設を設置することを可能にしたり、用途地域とし
て田園住居地域を創設して農地と調和した住居環境を保護
するなど、重要な施策がたくさん盛り込まれております。
私は賛成の立場でございますので、できるだけ速やかに法
改正を行い、実施に移していっていただきたいというふう
に思います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、まちづくりにおけます川や水辺の活用につ
いて伺いたいと思います。
　都市において公園や緑地、農地などとともに大事な要素
が川や水辺だというふうに思っております。しかし、私な
どは河川管理者の立場で、どうしても川の中からだけで考える、あるいは川の方だけから見て考える、そういう
ような狭い視野でこれまで川を考えてきてしまったのではないかというふうに反省をいたしております。
　最近ようやく、かわまちづくりといいまして、一歩進めて、川だけではなくて背後地との連携も含めて川づく
りを考えていこうという取組が出てき始めました。東京の日本橋川、大阪の道頓堀川、広島の太田川、徳島の新
町川などが代表的な例だと思います。
　配付した資料４でございますが、徳島の新町川でございます。これまで川に背を向けていたお店が川に向けて
扉を設けて、町が川に向けて開かれてきている、そういうような象徴的な川でもございます。こうしたかわまち
づくりの実情とその効果について伺いたいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えをいたします。
　委員御指摘のかわまちづくりでございますが、これは市町村、それから民間事業
者、地域の方々等と連携をいたしまして、川が有します自然、歴史、安らぎ等の魅
力を地域の資源として活用することによりまして、町に新たな人の流れをつくり、
にぎわいの場の創出や、あるいは観光振興などの地域活性化を行うものでございます。
　そのため、国土交通省では、かわまちづくり支援制度によりまして、水辺の基盤
整備や、あるいは民間事業者の方々によります河川利用の制度促進など、ハード、
ソフトの両面から支援をしているところでございます。
　この支援制度には、今年度新規に登録されました12か所を含めて169か所が登録

されておりまして、全国各地でかわまちづくりが進められているところでございます。
　例えば、先ほど委員も御紹介にございました大阪市の道頓堀川でございますが、川沿いの遊歩道を整備すると
ともに、民間事業者によります水辺空間活用を行ったところ、これまで川に背を向けていた店舗が、平成27年
度時点で78件、川側に入口を設けるなど、川に面した空間が一変して更ににぎわいのある観光地となっており
ます。
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よりまして、新潟市内の飲食店経営者の水辺への関心が一気に高まりました。これを受けまして、平成28年に
都市・地域再生等利用区域に指定をし、河川敷を活用した期間限定の11軒の店舗営業が実現をいたしました。
その結果、夏場を中心とした三か月間で推計約３万人の利用客でにぎわったところでございまして、今後は利用
区域全体での飲食店や売店等の営業活動につきまして、民間事業者を中心にしたエリアマネジメントが開始さ
れる予定でございます。
　このように、ミズベリングの活動にはマーケティングや地域のブランド化に関するノウハウを有する民間企業
の関わりが重要であると考えているところでございます。多くの参加者がこれまでにない斬新な視点で主体的な
水辺活用を行おうとするミズベリングの活動は、魅力と個性あふれるまちづくりを進めていく上で大変効果的で
あると考えておりまして、国土交通省といたしましては、今後とも全国でこのような活動が進むよう支援してま
いりたいと考えているところでございます。

美しく豊かなまちづくりに向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　未来を先取りしたようなすばらしい取組だというふうに思いますので、是非ともこれもまちづくりと一体と
なって進むようにお願いをしたいというふうに思います。大臣、副大臣、政務官、都市局長にも是非ともこの取
組を応援していただければ有り難いというふうに思います。
　それでは、最後の質問に参ります。
　これからの美しく豊かなまちづくり、大変大事なことだというふうに思います。今お話をしました水辺を活用
して町を楽しく豊かな空間にしていく取組も大事な取組だというふうに思います。今回の法改正を契機として、
水辺の活用も含めまして、すばらしいまちづくりが進むように私も期待をいたしております。
　これからの美しく豊かなまちづくりに向けまして、水辺空間の活用も含めまして、大臣の御決意を伺いたいと
思います。

石井国土交通大臣：都市における公園、緑地、河川空間等のオープンスペースは、
景観、環境、防災、にぎわい等の多面的な機能を有し、美しく潤いのある都市
空間の形成に不可欠であります。また、美しく緑豊かなまちづくりを進めるた
めには、まちづくりの主体である地方公共団体が多様な主体の参画を得つつ、
地域の自然や文化に根差した魅力と個性あふれるまちづくりを進めることが重
要と考えております。
　特に、人口減少社会におきましては、地方公共団体の財政等の制約の下、こ
のようなオープンスペースを生み出し、守り育てるためには、民間の力も最大
限活用することが重要であります。このため、今回の法案に公共還元型の収益
施設の設置管理制度等の施策を盛り込んだところであります。また、河川が有
する魅力を活用し、町に新たなにぎわいを創出するミズベリングの活動などを
通じたかわまちづくりの取

組も推進することで、オープンスペースの質を向上させ、地
域の魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
　こういった取組を通じまして、水辺空間を含め、美しく緑
豊かな都市空間の形成に全力で取り組んでまいりたいと考え
ております。

足立敏之委員：石井大臣のリーダーシップに大いに期待をし
まして、質問を終えたいと思います。
　ありがとうございました。
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