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Abstract：This study investigates the balance between publicness and profitability of public-private partnerships in 
urban parks in Japan. Toyosuna Park Management Project of Chiba City is selected as a case study. Toyosuna Park is 
managed by a private company, AEON Mall Co., Ltd. Although there is no profitable facility in the park, AEON covers 
all the costs for maintaining the park by profit of holding events in the park. Review of reports and interviews to Chiba 
City and AEON was conducted. As a result, it is found that publicness and profitability are unbalanced currently as 
AEON had large deficits because of rigid permission rules of Chiba City, which ban all the commercial events. 
Therefore, for continuing public-private partnerships, Chiba City and AEON needs to find the way to approve more 
private sector`s benefit, for example permitting locally-based company’s commercial events. 
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1. 背景と目的 

 日本では、平成 11 年の「民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律」（通称 PFI 法）により、公共事業

への民間参入の幅が広がった。都市公園行政では、平成 24 年の

「都市公園法運用方針第二版」1）において、PFI 手法を用いた公

園整備、及び指定管理者制度による公園管理の基本的な考え方が

明記された。実際に、平成27年までに、13,319箇所の都市公園

において指定管理者制度が適応され、今後も増加していく見込み

である 2)。さらに、平成29年6月に施行された「都市緑地法等の

一部を改正する法律」において、都市公園でのPFI事業の制度が

拡充され、今後益々、都市公園の整備、管理、運営面での官民連

携が活発になることが期待されている。 
 一方で、広く公に開かれた都市公園としての「公共性」と民間

事業者の「収益性」との間で課題が指摘されている（図-1）。具

体的には、指定管理者制度は、民間事業者が収益施設の収入によ

って管理する独立採算方式と、収益施設がなく、公共が税金を投

入し、民間事業者に管理を委託するサービス購入方式の２つに大

別される。野畠・久野（2010）3）は、指定管理者制度を導入した

都市公園において、自主事業による民間事業者の収益行為を認め

る度合いにより、公共性が衰退する可能性があると述べている。

また、金子（2010）4）は、自治体に対するアンケート調査を通じ

て、指定管理者制度による都市公園管理の課題を整理し、特に指

定管理者のインセンティブを確保し、意欲を引き出すための対価

を明確にする必要があると指摘している。 
  このような中、平成25年12月から「千葉市豊砂公園パークマ

ネジメント事業」が千葉市とイオンモール株式会社（以下、イオ

ン）の協定により実施された。豊砂公園パークマネジメント事業

は、従来の官民連携手法とは異なる独自の運営方式を採用してい

る。すなわち、収益施設を持たないが、収益事業として公園内で

のイベント開催を行うことで、その収入により、公的投資を行わ

【図-1】都市公園における官民連携事業手法及び課題 
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ず、イオンが独立採算で公園を運営する方式である（図-1・写真-
1）。本事業は、都市公園を巡る新たな官民連携事業の試験的取組

みとして注目される一方で、野畠・久野（2010）3）の指摘と同様

に公共性の衰退が懸念される。 
 そこで、本研究では、千葉市豊砂公園パークマネジメント事業

における、千葉市による「公共性」担保のための仕組み、及びイ

オンによる「収益性」の確保のための取組みの実態をそれぞれ明

らかにし、本事業手法の展開に向けた課題と可能性を考察するこ

とを目的とする。 

 
2. 研究の方法 
  本研究は、文献調査と聞き取り調査により、千葉市による公共

性担保の仕組み、及び民間事業者による収益性確保の取組みを明

らかにした。 
 文献調査には、千葉市が一般公開している平成 25 年度の「豊

砂公園パークマネジメント事業者募集要項」、「協定書」、「企画提

案審査基準」、「豊砂公園図面類」、「千葉市公園緑地維持標準仕様

書」を用いた。加えて、イオンへの聞き取り調査の際に提供を受

けた、平成 26 年度の「事業提案企画書」、「年間事業報告書概要

版」、「収支計画書」を用いた。 
  聞き取り調査は、平成 27 年 7 月に千葉市都市局の事業担当者

とイオンの事業担当者に対して、さらに追加質問のため平成27年
8 月に改めてイオンの事業担当者に対して行なった。聞き取り内

容は、千葉市に対しては、文献調査によって整理された収益事業

の許認可方法の確認、及び公共性担保の仕組みについて、イオン

に対しては、事業初年度である平成26年のイベントの事業収支、

及び許可されたイベント・不許可となったイベントの特質を中心

に、収益性確保の取組みの現状と課題について聞き取りを行った。 
 
3. 豊砂公園の概要 

  豊砂公園は、千葉市美浜区の豊砂地区に位置する広さ2.1haを

持つ広場公園である。JR海浜幕張駅から約1kmの離れた場所に

位置し、幅約 12m の地区道路を挟んでイオンモール幕張新都心

と隣り合って立地している（図-2）。 
  豊砂公園は元々平成3年に都市計画決定された。しかし、それ

以降 20 年以上の間遊休地のままとなっており、公園が開園され

たのは、隣接する土地にイオンモールが開業した平成 25 年であ

った。公園整備は、千葉県が行い、その後、千葉市が公園管理者

となった。千葉市は、豊砂地区活性化の中心地として豊砂公園を

位置づけ、その管理に民間のノウハウを活用するために、都市公

園法の管理許可を用いて「千葉市豊砂公園パークマネジメント事

業」を開始した(1)。 
  民間事業者の選定にあたっては、公募型プロポーザル方式がと

られ、千葉市が所定の評価基準に基づき企画提案書を点数付けし、

優先交渉権者を決定する手続きを経た。その結果、イオンが、豊

砂公園の施設管理、組織体制、及び地域コンセプトに相応しいイ

ベント誘致能力、体系化された維持管理組織、常駐窓口による利

用者対応の面で好評され、優先交渉権者となった(1)。 
  イオンの参入意図は、都市公園とイオンモール幕張新都心との

空間的な連携活用をすることであった。また、豊砂地区の地域活

性化や公共事業への参入による地域貢献も意図されていた。イオ

ンは、千葉県の「商業者の地域貢献に関するガイドライン」に従

い、平成24年に千葉県と「包括提携協定」6）を締結しており、豊

砂公園の管理もその一環として位置づけられた(2)。 
 
4. 公共性担保の仕組み 

4-1 千葉市によるイベントの許認可 
 豊砂公園パークマネジメント事業における、イオンと外部のイ

ベント開催団体によるイベントの企画から、千葉市によるイベン

トの許認可までの流れを図-3に示す。 

【図-2】豊砂公園の位置図及び平面図（千葉市提供のCAD データを元に作成） 

【写真-1】豊砂公園のイベント開催様子 
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 イオンは、イオンが実施するイベント、及びその他の団体によ

るイベントの企画を月単位でとりまとめ、「事業計画書」として千

葉市へ提出する。複数のイベントの開催希望日が重なった際には、

イオンよりもその他の団体を優先し、さらに民間団体よりも公益

団体のイベントを優先することが決められている(1)。提出された

事業計画書は、千葉市による内部検討を経て、イベント開催の可

否が決定される。許可されたイベントについては、イオンが責任

を持ち、イベント開催団体と協力してイベントが行われる。 
 千葉市による許認可にあたっては、イベントの許認可方針に関

する内部検討資料に基づき行われる。千葉市の事業担当者による

聞き取りによると、許可されるイベントは、健康増進、生涯スポ

ーツ活動支援、芸術文化育成、国際都市構想、子育て支援、高齢

者生きがい支援、障害者の自立支援、人材育成、市民協働活動の

促進、防災・防犯、農業振興・千産千消（千葉県における「地産

地消」の意）、低炭素・循環型社会の構築に資するものがあげられ

る。一方、不許可となるイベントは、特定団体の広告宣伝や販売

を目的とするもので、豊砂公園が特定団体の利益を助長する空間

にならないよう企図されている。 
 また、イオンが徴収するイベントの参加費や利用料の設定につ

いては、イオンの案を参考としつつも、最終的な決定権限は千葉

市にある。さらに、空間の使い方については、イベントへの参加

者と一般的な公園の利用者が公平に使用できるように空間区分

を明確にし、イベントに参加しない利用者への配慮がなされてい

る。 

【表-1】平成26年度のイベントの開催実績 
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許 
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健康増進 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯                             

生涯スポーツ活動支援 ◯ ◯ ◯                                   

芸術文化育成                   ◯       ◯ ◯ ◯         

国際都市構想                 ◯                       

子育て支援   ◯ ◯ ◯                                 

高齢者生きがい支援                                         

障害者の自立支援                                         

人材育成                                         

市民協働活動の促進                       ◯   ◯ ◯ ◯         

防災・防犯                     ◯                   

農業振興・千産千消             ◯ ◯         ◯               

低炭素・循環型社会の                                         
不 
許 
可 

特定団体の広告宣伝                                 ◯ ◯ ◯ ◯ 

特定団体の販売                                         

 

 
【図-3】イベントの許認可の流れ（千葉市の事業担当者への聞き取り調査により作成） 
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 以上のイベントの許認可方針、参加費・利用料の設定、及び空

間区分は、イベントの企画から開催までの一連の流れにおいて、

千葉市が豊砂公園の公共性をソフト、ハードの両面から担保する

手段として設けられている。 
 
4-2 イオンによるイベントの開催実績 

 平成 26 年度の 1 年間で許可され、実際に行われたイベントの

件数は、「年間事業報告書概要版」によると16件であり（同様の

イベントの繰返し開催を含めると21件）、イベント開催日は土日・

祝日を中心に約100日間であった。一方、イオンの事業担当者よ

ると、不許可となったイベントは、年間30件以上に及んでいた。 
 表-1は、許可されたイベント、及び不許可となったイベントの

内容を、先に示した千葉市による許認可方針に基づき整理したも

のである。許可されたイベントは、「健康増進」に資するものが最

も多く 6 件みられた。その他は、「芸術文化育成」、「市民協働活

動」の促進に資するものがそれぞれ 4 件、「生涯スポーツ活動支

援」、「子育て支援」、「農業振興・千産千消」に資するものがそれ

ぞれ3件、「国際都市構想」、「防災・防犯」に資するものもそれぞ

れ 1 件みられた。「高齢者生きがい支援」、「障害者の自立支援」、

「人材育成」に資するイベントは見られなかった。 
 不認可となったイベントの内容は、全て特定団体の広告宣伝を

目的とするものであった。千葉市の事業担当者によると、広告宣

伝を目的とする民間企業によるイベントは、イベントの集客力を

通じて協賛金（スポンサー料）を得ようとする性格が強く、特に

公園以外の場所においても容易に開催できると判断されるため

不認可となった。 
 
5. 収益性確保の仕組み 
5-1 豊砂公園パークマネジメント事業の収支モデル 
  豊砂公園パークマネジメント事業の資金の流れとその財源を

以下の図-4に示す。 
  本事業は収益施設を持たないが、公園利用者が支払うイベント

への参加費とイベント開催時の飲食販売等の収入により、収益性

が確保される仕組みが設けられている。なお、イオンではなくイ

ベント団体が主催するイベントの場合は、イベント団体が収益の

一部を 15%から 20%の範囲で協賛金としてイオンへ支払うこと

になっている。また、事業参入時には、イベントへの参加者が増

えることで、イオンモールの買物客が増えることによる収益増も

視野に入れられていた(2)。 
 一方、支出面においては、イベントを開催するための費用はイ

オンとイベント開催団体が全て負担する。具体的には、イベント

実施に必要な電源設備、飲水供給設備、仮設舞台等のインフラコ

スト、道路横断部の安全管理員やセキュリティー管理員等の人員

配置コスト、イベント開催を周知する広告費等があげられる。 
 イオンは、イベント収益を財源として、千葉市都市公園条例に

定められている公園の占用料、使用料を千葉市へ支払う。加えて、

イベント開催による収益を地域還元するために、一年間を通じて

収益があった場合、総収益の10%を千葉市へ納入する。更に、イ

ベントの開催有無とは関係なく発生する、植栽や公園施設の維持

管理費を固定費として負担している。 
 
5-2 豊砂公園パークマネジメント事業の収支状況 
  イオンの事業担当者による聞き取り調査によると、平成 26 年

度1年間の収支実態は、年間支出は約2億円であったのに対して、

イベントの収入だけでは約5,000万円の赤字であった（図-5）。 
 また、事業実施にあたりイオンが千葉市に提出した「事業提案

企画書」に基づくと、年間の支出予測は、イベント開催費用が 1
億6432万円（総支出の85%）、千葉市に支払う占有料と使用料が

868万円（5%）、公園の維持管理費が1,982 万円（10%）であっ

た。これらの総額は、1億9282万円となり、イオンの事業担当者

への聞き取り調査で示された年間支出実績の約2億円とほぼ同額

であった。なお、事業の総収益の10%の還元については、当初の

収支計画には見込まれておらず、実際に約 5000 万円の赤字とな

ったため、支払われなかった。 
 イオンの事業担当者によると、赤字が約 5000 万円となった一

因として、イベント団体が主催するイベントからの協賛金が、計

【図-4】豊砂公園パークマネジメント事業の収支モデル（イオンの事業担当者への聞き取り調査により作成） 
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画当初の通りに集まらなかったことがあげられた。事業計画の段

階では、イベント団体から収入の 15%から 20%を協賛金として

イオンが取得する見込みであったが、実際には赤字となったイベ

ントが多く、その場合、協賛金は 5%しかイオンへ支払われなか

った。 
 また、イベントが赤字となった原因としては、千葉市の許認可

方針では、収益性の高い広告宣伝目的のイベントは全て不許可と

なり、結果として収益性の低いイベントしか開催できないという

ソフト面での理由に加え、そもそも豊砂公園の公園施設や空間づ

くりがイベント開催に適していないというハード面での理由が

あげられた。特に、イオンモールと豊砂公園は、道幅12mのある

道路により隔てられているが、300mの隣接区間に1箇所の横断

歩道がついているだけである（聞き取り調査後に1箇所増設され

た）。そのため、イオンが安全誘導員を配置して、イベント開催時

の利用者の安全性を確保しなければならず、運営コスト増加をも

たらした。また、イベント開催にあたって必要な電源が公園内に

整備されていないため、イオンが独自に用意しなければならず、

そのこともコスト増大に起因していた。 
 さらに、イオンの内部調査によると、事業参入時に想定されて

いた、豊砂公園でのイベント参加者がイオンモールで買い物をす

ることによるイオンの収益増も思ったように振るわず、これを鑑

みても、平成26年の収支状況は、赤字となった。 

 
 
6. まとめと考察 
6-1豊砂公園パークマネジメント事業の公共性と収益性 
  本研究では、千葉市の豊砂公園パークマネジメント事業を事例

に、千葉市による「公共性」担保のための仕組み、及び民間事業

者であるイオンによる「収益性」の確保のための取組みの実態を

明らかとした。その結果、事業初年度の平成26年は、千葉市によ

る公共性担保の取組みについては、広告宣伝を目的とするイベン

トを排除する許認可方針や、イベント参加者とその他の公園利用

者を明確に区分する空間利用のルールが設けられるなど、よく機

能していたと考えられる一方で、イオンはイベント開催と公園の

維持管理のために約5,000万円の赤字を抱え、収益性の確保は困

難な状況にあることがわかった。 
 イオンが赤字となった影響として、公園の維持管理の水準の低

下がみられる。公園の維持管理には、公的資金は使われず、全て

イオンが負担している。イオンは、「千葉市公園緑地維持標準仕様

書」で定められている水準の管理を行なわなければならず、実際

に遵守しているが、特にイベント時に利用者が多いため、芝生が

剥げやすく、芝生が剥げたことによる土砂も流出もみられる。こ

のような状況の悪化がみられるものの、イオンは事業が赤字であ

ることから、仕様書以上の対処をすることができていない。その

結果として、景観や利用しやすさの面から、市民も不利益を被る

ことになる。 
  武田（2017）7）は、官民連携事業が、利用者の増加や収益性ば

かりを追求し、本来の目的である市民の生活の質や都市の持続可

能性の向上に必ずしも寄与していない事例が数多いと懸念を示

している。しかし、そもそも収益性がなければ、公園の維持管理

の水準の低下に繋がり、さらには、民間事業者の撤退を促しかね

ない。公共サービスの持続的な提供の観点からは、民間事業者の

収益性を確保する仕組みは必要不可欠であると考えられる。特に、

豊砂公園パークマネジメント事業における5,000万円という赤字

額は、イオンのような年間売上高8兆円を超すような大企業が官

民連携に参入した場合においては、CSR費用として考えることが

できるが、そうではない中小企業が参入した場合は、現実的に負

担可能な金額ではない。 
 そのため、今後の事業展開においては、公共性が担保される範

囲内において、赤字を解消する仕組みづくりが必要不可欠である。

その際には、官と民が立場を超えて、いかにすれば、市民の生活

の質や都市の持続可能性の向上に寄与できるのか、柔軟な発想で

考えていく必要がある。すなわち、 公共性と収益性のどちらを優

先すべきか、あるいは官はいかに財政支出を減らせるか、民はい

かに収益をあげられるかというように、官と民のいずれかの立場

から一律的に考えるのではなく、いかにすれば、広く社会の総幸

福に繋げることができるのか、真の意味での官民連携が望まれる。 
 
6-2 公共性を担保しつつ収益性を確保するための改善策 
（１）ソフト面での改善策 

 本研究からは、千葉市による公共性を維持するための許認可方

針が、イオンの収益性に密接な関係があることが明らかになった。

とりわけ、広告宣伝を目的とするイベントは一切許可していない

ため、収益性の高いイベントの誘致に障害があり、そのことがイ

ベント開催の赤字に繋がっていた。もし、広告宣伝がある程度許

容されれば、収益性の高いイベントの開催も可能となり、集客力

の向上、赤字の解消に繋がるとイオンの事業担当者は述べている。 
 例えば、千葉市の許認可方針の項目に沿う内容であれば、地元

の企業による広告宣伝を許可してもよいのではないか。地元企業

が活性化することは、千葉市にとっては税収増、市民にとっては

雇用機会の増大にも繋がるため、広くは市民の生活の質や都市の

持続性にも寄与すると考えられる。 
（２）ハード面での改善策 

  また、本研究を通じて、豊砂公園の公園施設や空間づくりがイ

ベント開催に適していないため、イベント開催毎にイオンに余計

な支出が発生していることが明らかとなった。特に、豊砂公園と

イオンの連続性、及び電源確保の問題が障壁となっていた。 
 そのため、今後、官民連携を前提に都市公園を整備、あるいは

改修する際には、周辺施設から公園へのアクセス性に十分配慮す

【図-5】 平成26年度の事業の収支状況 

（イオンの事業担当者へのインタビュー、及び 

イオンが千葉市に提出した「事業提案企画書」に基づく）
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ること及び、整備・改修後の利用のされ方を想定し、官だけでは

なく、民の意見も取り入れた施設整備を行なうことが重要である

と言える。それは、都市公園の利用価値を高めるものであり、ひ

いては、市民の生活の質を高め得るものである。 
  
6-3 豊砂公園パークマネジメント事業の展開可能性 
 平成 29 年 6 月に成立した「都市緑地法等の一部を改正する法

律」では、新たに「公募設置管理制度」が設けられた。本制度は、

民間事業者が収益施設を設置し、そこであげた収益の一部を都市

公園の維持管理の財源の一部とすることで、公園のサービスの質

の向上を見込んでいる。それに対し、豊砂公園は、収益施設を持

たない都市公園であるにも関わらず、公園整備費を除いて公的投

資を行わず、維持管理をする上で必要な資金の全てを民間事業者

によるイベント開催から調達することに特徴がある。これは、官

民連携事業の評価指標であるVFM（Value for money）の面で、

非常に優良な事例であると言える。現在、豊砂公園パークマネジ

メント事業は、ソフト、ハードの両面における課題が存在する。

しかし、それらの課題が解決され、民間事業者の維持管理費の赤

字が解消されれば、収益施設のない都市公園における官民連携事

業の先駆的なモデルとなるだろう。 
 また、豊砂公園の事例は、他の商業地区内に存在する都市公園

に対してだけでなく、住宅地内の小規模な住区基幹公園にも適応

可能ではないだろうか。住区基幹公園は、全国の都市公園106,849
箇所のうち、93,013箇所と87％を占めるが 8）、収益施設を持たな

い等の理由で民間事業者の参入が遅れている（金子2010）4)。本

事業を応用させて考えるならば、地元の中小企業や農協等が、住

区基幹公園でのイベントを開催し、収益をあげ、それを公園の維

持管理費に還元する仕組みもあり得るのではないだろうか。国土

交通省の「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等

のあり方検討会」9）では、今後重視すべき3つの点として、「スト

ック効果をより高める」、「民との連携を加速する」、「都市公園を

一層柔軟に使いこなす」をあげている。官民連携を通じて、都市

公園をより柔軟に活用する発想を持つことは、市民の生活の質を

高め、さらには、都市の持続性を高めることに繋がり得るため、

今後益々展開が期待される。 
 
 
〈謝辞〉インタビューに応じて頂いた千葉市、及びイオンの事

業担当者の方々に心より謝意を表する。 

 

【注釈】 

(1) 千葉市の事業担当者へのインタビューに基づく 
(2) イオンの事業担当者へのインタビューに基づく 
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