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This study aimed to clarify the achievements and challenges of the park manager system introduced in 

Görlitzer Park, Berlin. Three findings were obtained from a field survey, interviews, and a literature 

review conducted in September 2019: (i) Various processes to improve safety were started and the 

experimental introduction of a park manager was one of them. (ii) The Görlitzer park manager created a 

bottom-up organization and aimed to solve issues through collaboration among municipalities, park users, 

and related institutions such as the police; however, the achievements of the park manager system were 

not clear. (iii) Other parks in Berlin have experimented with the park manager system, based on the model 

provided by Görlitzer Park, according to specific settings of each park. 
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1. 調査の背景・目的 

1－1．調査の背景 

わが国では，近年，全国的に都市公園が従来の公共の一元的

管理から公民協働のマネジメント型に変化しつつある。この背景

には，人口減少や少子高齢化などの大きな社会経済環境の変化と，

2003 年の指定管理者制度や 2017 年の公募設置管理制度

（Park-PFI）に代表される都市公園での公民連携に関わる制度的

拡充が考えられる。この中で，大都市や拠点的都市公園では「パ

ークマネジメント」という発想により民活や市民参加型に基づく

都市公園の多様な価値を向上させる試みが脚光を浴びている。も

っとも，わが国の都市公園の立地環境と利用者層の多様化が所与

の条件とすれば，将来的に起こりうる不測の事態の対応策やそれ

を未然に防ぐためのリスク管理も検討されて然るべきであろう。

その際に，本稿が主題とする違法・迷惑行為が多発し，結果とし

て負のイメージが定着した都市公園をハード・ソフトで再生する

ための仕組みや実践, 現場で課題解決に直接的に関わる人材は

具体的な議題になると考えられる。 

1－2．既往研究のレビュー 

既往研究をみると，わが国では突発的な事件・事故以外には

深刻な危機に直面した都市公園はほとんどないことから，防犯環

境設計の都市公園への展開 1)，地域住民による都市公園の維持管

理への関わり合いと安全・安心のまちづくりの関係性 2)，あるい

は先行的事例として都市公園内へのネットワーク型街頭防犯カ

メラの設置と市民の反応 3)，などの予防的措置が中心的に報告さ

れている。他方で，犯罪抑制や安心・安全の面から公園管理に何

らかの人的資本を投入することは既に検討されてもいる 4)。 

そのため，本稿と同じように問題が顕在化し対応に迫られた

諸外国の動向にも関心が持たれている。例えば，英国ニューカッ

スル市のリーザス公園では財政難による維持管理不足から施設

の老朽化と同時にバンダリズムが生じたが，利用者団体や市民の

ボトムアップ型の活動に基づき，当該公園の歴史的価値の再評価

や新規施設整備を含めた再生事業が 2002 年から実施された 5)。

さらに同公園では，再生事業後も公園滞在型の公園管理者の配置

や市の担当部局が中心となり，NPO や関係機関等との協働体制

が構築されている。また，米国ニューヨーク市のブライアントパ

ークでは，公園近隣の不動産所有者らにより設立された民間

NPOが民間企業的発想も用いながら荒廃した公園を再生した6)。 

 つまり，諸外国の事例からは多主体協働や総合的措置，継続的

関わり合いが課題解決には必要であるといえる。それでもなお，

この種の事案に適切な実施体制及び公園管理者像，その他の公園

への転用可能性等は不明な点が多い。 

1－3．事例の選定・調査の目的 

 そこで，本調査ではドイツのベルリン市のゲルリッツ公園

（Görlitzer Park）にて違法・迷惑行為の抑制という意味での治安

改善を主目的とし試験的に導入された現地滞在型のパークマネ

ージャーに注目したい。調査対象の選定理由は，①2000 年頃か

ら違法行為（違法薬物の売買等）（1）や迷惑行為（不適切発言・占

有・喧嘩等）が多発し現在に至るまで継続的に多主体協働の抑制

策がとられてきたこと，②解決策の一つとして2016年からは現

地滞在型のパークマネージャーを区が採用し対話型アプローチ

を実践していること，③ベルリン市では同公園をモデルに 2019

年から類似の取り組みを全市的に展開していること，からである。 

すなわち，本調査では，ゲルリッツ公園のパークマネージャー

の仕組みや専門性，パークマネージャー導入後の成果及び課題，

そしてその後の全市的展開の動向を明らかにし，わが国への示唆

を得ることを目的とする。 

1－4．調査の手法・構成 

調査目的を達成するため，本調査では文献調査（行政文書，市
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議会資料，統計情報, 新聞記事等）と 2019 年 9 月にベルリン市

の公園緑地を管轄する環境・交通・気候保護省（SenUVK）の担

当者及びゲルリッツ公園のパークマネージャーの A 氏にヒアリ

ング調査を行い，現地調査も行った。これらを前提に，ゲルリッ

ツ公園の立地やパークマネージャー導入の経緯（第2章），ゲル

リッツ公園のパークマネージャーの活動や影響，展望（第3章），

全市的展開の背景と現状の動向（第4章），に注目した。 

 

2. ゲルリッツ公園の概要と治安改善の取り組み経緯 

2－1. 立地環境と歴史的背景 

ゲルリッツ公園は，高密で老朽住宅ストックが多く，外国人の

居住者も多いフリードリヒスハイン・クロイツベルク区に立地す

る【図-1】。同公園は，かつてのベルリンの壁にも近接する14ha

の大規模公園であり，一部を除き 24 時間開放型, 入園料は無料

である。 
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【図-1】ゲルリッツ公園の立地環境（図中の〇は同地点） 

出典：ベルリン市のオンライン地図（FIS-Broker）から作成 

同公園は歴史的には，1865 年に同地にゲルリッツ方面に向か

うゲルリッツ駅の誕生が起点であった 7)。つまり，19世紀以降の

ベルリンの発展に関連し，南東部の炭田地域からの原料運搬や近

郊の通勤・通学者，あるいはレジャー用途として長距離鉄道が敷

かれた。だが，交通機能は東ベルリンに囲まれた西ベルリン内の

駅という立地もあり，第二次世界大戦後のベルリンの東西分断に

より完全に失われた。加えて，国境線沿いという立地から積極的

な都市開発事業や投資は行われず，公園周辺にはガストアルバイ

ターと呼ばれる主としてトルコ系出稼ぎ労働者が低家賃の住宅

を求めて集住し始めた。戦後も一部が残存したゲルリッツ駅舎及

び関連施設では小規模事業者やモスクとして利用されたが，広大

な敷地の多くは廃墟化し不法投棄もみられた。1984 年に入り，

高密市街地内での緑地不足解消を目指す住環境改善がボトムア

ップ型で生じ，面的な公園整備のアイデアコンペが行政により開

催された。これに基づき1985年から，現在の公園像につながる

部分的に起伏がある地形的特徴や自然発生的植生等の有効活用

も含めた多世代・多目的型の都市公園づくりが市民参加型で推進

された。なお，1980 年代にはゲルリッツ公園周辺では国際建築

展（IBA）が開催され，クリアランスではなく修繕型都市更新が

推進されたが同公園との直接的関係はなかった。1989 年のベル

リンの壁崩壊後は，国境線沿いという特殊性はなくなったものの，

新都心や首都建設の開発エリアとは離れており，統一前からの外

国人や低所得者と新たにベルリンに流入した者から構成される

遷移地帯と化した。この中で公園のハード整備は1998年の着座

も可能な階段型の扇形広場及び噴水の完成をもって終了した。 

2－2. 従前の治安改善の試みの変遷と結果 

 パークマネージャーの導入につながるゲルリッツ公園の治安

改善を主目的とした活動は，2016 年以降に開始されたが周辺地

域の環境改善は開園直後から取り組まれていた。 

例えば，公園北側のヴァランゲル地区では，1999 年から連邦

政府とベルリン市が共同で行う「地区マネジメント

（Quartiersmanagement）」（2）が始まった。この枠組みで，社会的

問題を抱えた外国人の集住地区という負のイメージ改善や既に

顕在化していたアルコール依存症や違法薬物の売買・使用の解決

に資する公共空間整備や社会教育活動支援として公園内の清掃

や治安改善の試みも行われた。これを前提に，2011 年 9 月に市

及び区がゲルリッツ公園のパークマネジメント体制を立ち上げ

た 8)。この際に，パークマネジメントの目標は，「公園の質」「住

民の公園に対するアイデンティ」「公園に対する責任感」を向上

させ，中長期的な公園の安定化とされた。また，担い手は自発的

な市民や既存の公園利用団体が基盤となり，行政や関係団体等が

サポートする体制が構築された。実際に，公園のハード・ソフト

事業も行われ，遊具や照明の設置，見通し改善，新たな公園利用

を考えるワークショップ等が行われた。 

 だが，園内の環境改善は進まず2014年5月からは早朝から深

夜にかけて警察の巡回が実施されるようになった。さらに 2014

年11月に子供用遊び場でコカインが発見されたことから同年末

に「タスクフォース・ゲルリッツ公園」が市及び区の治安維持関

係部局により設置された。そして，「ゼロ・トレランス方針」に

基づく公園と周辺の集中的取り締まりと，公園自体の魅力向上化

による来園者層の増加や多様化による違法・迷惑行為者の排除を

試みた。それでもなお，一連の強硬手段は対症療法的であるため

2015年には新たな対応策が模索されていた。同年末から2016年

初頭に，違法薬物の売人やホームレスを含めた公園利用者及び周

辺居住者に対する長短のインタビュー調査（計255名）が第三者

によって行われ，①典型例として再統一後に移民や難民として流

入した西アフリカ系の男性が行う違法薬物の売買の存在が他者
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の来園意欲を低下させている，②国籍を問わず女性や子供を持つ

親世代では公園利用に対する不安感が特に強く来園回避行動が

顕著である，③①と②から現状で誰もが安心して自由に過ごせる

公共空間ではない，④問題の背景には需要者の存在と国家レベル

の政策上の影響があるにしても，問題解決には排除ではなく売人

に就業機会など代替的な生活手段の提供が重要と認識されてい

る，と問題の深刻さと構造的要因が浮き彫りになった 9)。 

 

3. ゲルリッツ公園のパークマネージャーの活動・効果 

3－1. ゲルリッツ公園の管理運営に関わる指針・法令 

前章の経緯を経て，ゲルリッツ公園では2016年5月に『ゲル

リッツ公園行動構想』が行政・関係団体・住民の作業チームから

示され，現行の管理運営の基盤となっている。 

この中で，『行動構想』では，誰もが安心して利用できる公園

づくりと利用者・周辺居住者が自分たちの公園という意識向上を

重点に，排除ではなく包摂を目指している 9)。具体的な事業案で

は，①パークランナー（Parkläufer）と呼ばれる日常的に公園利

用者と対話しコンフリクトの抑制的行為を行う人材の投入，②公

園を生活の拠点としている人々への社会的支援や助言の実施，③

公園内の低未利用地での文化的活動の活性化，④公園訪問者の安

全性確保向上に資する建築事業の実施，とされた。これを適切に

実施するために，現地滞在型のパークマネージャーを任用し，新

設される参加型の公園協議会（Parkrat）や関係部局・団体と協働

であらゆる事業や対応が行われることとなった。 

関連法制度では，「公共の緑及び余暇施設の保護，保全,開発の

ための法（緑施設法 Grünanlagengesetz）」がある。同法は市が州

と同等のベルリン市の特殊事情から州法として扱われ，人々の余

暇活動に貢献し都市像や環境に重要な「全ての園芸上のデザイン

を施された施設，遊び場，オープンスペース，森林に近いあるい

は自然に近い用地，広場及び小路」を対象とする。つまり，緑施

設法は公園以外にも適用されるがヒアリング調査では同公園の

管理運営の基本ルールと認識されている。具体的には，第 6 条

に「利用者は植栽や設備に被害を与え，他の利用者へ危害を与え

権利を侵害することはしてはならない」「行政は，施設全体や施

設の一部に対して特定の利用種類や利用時間の制限を行うこと

ができる」とされ，違反者には第7条により最大5,000€を罰金と

して科すことができる。また，ゲルリッツ公園を含めた市内の公

園施設は通常，各区の公園緑地担当課が施設の一般的な維持管理

に責任を負い，犯罪行為や治安維持は市の警察当局の任務となる。 

3－2. パークマネージャーの経歴・活動内容・組織体制 

A氏は，2016年11月からゲルリッツ公園のパークマネージャ

ーに雇用されている。この新たなポストには76名の応募があっ

たが，A氏本人は後述の出自や専門性と共に，実践的活動家であ

ることが採用の理由と理解している。 

Ａ氏の経歴としては，トルコのイスタンブールに生まれ7才で

両親の仕事の都合で渡独した。数年間トルコに戻っていた時期も

あったが基本的にはドイツで生活をし，1996 年にドイツの大学

で社会心理学の修士号も取得した。大学卒業後は企業コンサルタ

ント，その後は青少年対象のソーシャルワーカーとしてハノーフ

ァー市にて就業した。ベルリンに移り，シャルロッテンブルク・

ヴィルマースドルフ区にて地区レベルで居住者と区行政をつな

ぐ都市地区コーディネート業務を区から委託を受けた専門機関

の1職員として携わっていた。また現職のパークマネージャーは

当初は任期付きの雇用であったが，1年4か月後に任期なし・フ

ルタイムの区の正規職員となり，現在に至っている。 

パークマネージャーの活動は，ゲルリッツ公園の治安改善を最

優先にしながらも，実態としては相当に幅広く，あらゆることが

対象となる。もっとも，Ａ氏へのヒアリング調査からは，少なく

ともベルリンには先行事例はなく実験的活動として手探りであ

ったことに加えて，段階的・時系列的な活動内容の重点変化も読

み取れた。つまり，開始から1年～2年程度の準備期では，従前

からのゲルリッツ公園の実態を超えた偏見や否定的評価を覆す

ためのメディア対応，活動のサポート役としてのパークランナー

の配置や現地活動拠点の設置（3），居住者や利用団体から構成さ

れる公園協議会の設立であった。その上での現在進行形の実動期

では，公園内で違法薬物を密売するグループへの積極的対話，福

祉や警察といった関係機関との連携強化や区行政の担当課（道

路・緑地課）との活動予算の調整，公園協議会を中心とした将来

ビジョンの策定支援である。また，A氏は勤務時間中は基本的に

公園内に滞在しており，パークランナーと共に巡回や問題行動者

への対応や関係者団体との調整を現地で行っている。 

区行政の担当課とパークマネージャーの A 氏と並んでゲルリ

ッツ公園の管理運営上，鍵となるのはボトムアップ型の公園協議

会と理解されている【図-2】。同協議会は，1 年間の準備組織を

経て2018年9月に53名の立候補者から11名が直接投票（総数：

1,248票）で選出されている（4）。協議会の『規約』10)に基づくと，

①公園協議会は名誉職であり，あらゆる組織から独立し，超党派

である［1 条］，②公園に関わる事案の情報を得る権利と決定に

関与する権利を有する［2 条］，③区行政は公園協議会をゲルリ

ッツ公園の利用者及び周辺居住者の代表機関と位置づける［11

条］，④区行政に意見表明や提案をすることが可能であり，区行

政がこれを拒否する際には文書で回答をする必要がある［14条］，

⑤年に 2 回は区行政の責任者と意見交換の会が設けられる［15

条］，などの特徴がある。なお，前述のように公園協議会の設立

はA氏の準備期の活動であったが，役割分担の中で現在は行政・

パークマネージャー・公園協議会の協働が行われている。 

パークマネージャー（A氏）

パークランナー（複数名）

フリードリヒスハイン・クロイツベルク区

区行政区議会

関係機関
（警察・
社会福祉
団体等）

関係部局 道路・緑地課

公園協議会

ベルリン市

迷惑行為者

公
園
利
用
者

周
辺
居
住
者

公
園
利
用
団
体

（
代
表
者
）

管理運営の重要主体 制度設計・財政支援

日常的な現場対応
（声掛け・注意等）

個別の現場対
応（相談・巡
回・取り締ま
り等）

違法行為者

ゲルリッツ公園

意見調整、各種支援 協働

選挙選挙

働
き
か
け

協働

日常的な現場
対応
（挨拶・相談
等）

 
【図-2】ゲルリッツ公園の管理運営に関わる組織体制 

出典：A氏へのヒアリング調査及び参考文献10）から作成 
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3－3. パークマネージャー導入後の成果・課題 

 A氏自身は，これまでの活動に関して，パークマネージャーの

導入自体がトリガーとなり，課題解決への多主体協働の仕組みが

構築され，かつゲルリッツ公園に対する偏見も徐々に緩和されて

きたと感じている。だが，利用者や周辺居住者が常時安心・安全

を体感できるほどの治安改善には至っていないとも理解してい

る。この要因は，活動予算の少なさと同時に，違法行為や迷惑行

為を行う個人・集団を巡る構造的問題への対処の難しさを指摘し

ている。つまり，公園の周囲一帯が歴史的にも現在でも薬物や混

乱といった負のイメージが定着しているだけでなく，複雑な利害

関係を持つ多国籍の集団が存在し，一度取り締まりをして排除し

ても次々と新たな問題行動者が流入しているのが現状である。一

方で違法薬物を求めるニーズ側の存在も消えない限り，問題解消

は困難と考えている。さらに高密市街地の中で大規模公園が少な

いため薬物以外でも様々な問題（例：ホームレス，喧嘩，アル中，

騒音）が集中化しやすいことが，公園全体での治安改善の障害に

もなっていることをあげている。この中で特に夜間は人通りや利

用者も少なく危険性が高いため，公園の全面的閉鎖も政治的アク

ターから提案されたが排除では別の場所に移るだけであり問題

の根本解決につながらないこと，公共の緑地施設として制度的に

も困難であること，公園が周囲の既成市街地の通路的機能も果た

していること，などから効果は低いと考えられている。現状では，

職業教育機会を提供する団体との調整を強化するとともに，暫定

的な妥協点として薬物売買を行う集団が集まる場所を明示し，そ

の周辺には他の利用者が近づかないような措置も試みている 11)。 

 ここで市の犯罪統計資料 12)をみると，ゲルリッツ公園の治安

改善の動向と直面する課題の深刻さがあらためて顕著となる。つ

まり，2016 年以降に公園内の犯罪行為の総数は一度減少したが

2018 年からは再び増加傾向がみられ，窃盗や麻薬売買は減少傾

向といえるが近年は恐喝や公務執行妨害，家宅侵入，器物損壊，

放火等を含む「その他の犯罪行為（StGB）」が増加している【表

-1】。また，同資料からゲルリッツ公園の2019年の犯罪総数を市

内主要13公園と比較的にみると，ゲルリッツ公園は突出して多

く全体の 44.1%を占める（5）。もっとも，2014 年（57.9％）及び

2015年（57.2％）からは，改善傾向とも読み取れる。 

【表-1】ゲルリッツ公園の犯罪統計情報の推移 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 計 

生死に関わる行為 0 1 0 0 0 0 1 

性犯罪 10 3 4 2 8 5 32 

暴力行為 177 102 65 52 107 154 657 

窃盗 244 262 149 106 134 103 998 

侵入窃盗 3 7 3 7 8 2 30 

財産に関わる行為 26 20 10 10 13 10 89 

麻薬売買 148 326 202 102 65 68 911 

その他の犯罪行為 745 723 389 403 696 804 3,760 

計 1,353 1,444 822 682 1,031 1,146 6,478 

注：2019年は1/1～11/13まで 出典：参考文献13）から作成 

3－4. 今後のゲルリッツ公園の展望 

将来展望では，ベルリン市でも行政組織を中心に立場や管轄を

越えた形でゲルリッツ公園の改善を目指す活動体を 2019 年 12

月に結成し，より積極的・包括的に公園が抱える課題解決にあら

ためて乗り出した 13)。その一環として，2020 年2 月には公園協

議会と区行政が2030年の公園ビジョンづくりのワークショップ

を開催した。この中では，公園利用者以外にも公園周辺の居住者

や関連機関が一体となって環境改善に取り組むことや，低未利用

地化している施設や空間の積極的活用などが提言された 14)。 

今後は公民共の各主体が公園及び周辺地域も巻き込んで治安

改善を前提にしながら総合的な環境整備に乗り出すと思われる

が，現状の展望は楽観視できない。ゲルリッツ公園は2020年12

月時点にベルリン市警察が発表した市内 7 つの「犯罪負荷地区

（kbO）」（6）に公園として唯一指定されており，依然として薬物

に関する事件も後を絶たない。例えば，2020年10月の現地メデ

ィアは，近隣の幼稚園に通う4歳児が保育中に訪れた公園内の子

供用の遊び場で誤って薬物が付着したスプーンを口に入れてし

まったことから遊び場自体の利用を制限することを伝えた 15)。

これ以外にオンライン版での新聞報道をみても，「ドラッグのホ

ットスポット ゲルリッツ公園」（Der Tagesspiegel紙，2019/10/4）

「売人はドラッグをゲルリッツ公園近くの居住施設に隠してい

る」（Berliner Morgenpost紙, 2020/9/12）などと公園及びその一帯

はイメージ改善にはほど遠い。公園周辺への悪影響は，公園に接

する 2 つの統計地区のデータ 16)からも読み取れる。フリードリ

ヒスハイン・クロイツベルク区一帯は近年，ジェントリフィケー

ションが生じていると分析されるが 17)，公園南北で人口増減に

違いはあるものの面的な兆しは顕著ではない【図-3】【表-2】。 

ヴァランゲル地区（52ha）

ライヒェンベルガー通り地区(93ha）

ゲルリッツ公園（kbO）

N

博物館島連邦政府
地区

ポツダム
広場

コトブス門（kbO）

0m 1km

アレキサンダー広場（kbO）

ワルシャワ橋（kbO）

ヘルマン広場（kbO）

リガー通り（kbO）
テレビ塔

kbO:犯罪負荷地区

王宮 市役所

 

【図-3】フリードリヒスハイン・クロイツベルク区の統計地区 

出典：ベルリン市のオンライン地図（FIS-Broker）から作成 

【表-2】ゲルリッツ公園に接する統計地区の居住者構造（2018年末） 

 WK地区 RS地区 区全体 市全体 

人口総数 11,172人 15,263人 289,120人 3,748,148人 

過去5年の増減率 －1.2％ ＋1.2％ ＋5.7％ ＋6.6％ 

18歳未満 14.1％ 14.6％ 15.3％ 15.9％ 

過去5年の増減率 ＋0.2％ ＋0.4％ ＋0.6％ ＋1.0％ 

65歳以上 8.0％ 9.0％ 10.0％ 19.1％ 

過去5年の増減率 ＋1.3％ ＋1.5％ ＋0.2％ ＋0.1% 

失業率 6.8% 7.1% 6.4% 5.8% 

過去5年の増減率 －2.7％ －2.6％ －2.5% －0.6% 

移民を背景に持つ者 50.9% 49.4％ 43.8％ 34.1％ 

片親世帯率 7.8% 10.5% 11.2% 12.5% 

5年以上の同住所率 63.1％ 62.6％ 58.7% 63.7% 

注：WK（ヴァランゲル）、RS（ラインヒェンベルガー通り） 

出典：参考文献16）から作成 
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4. パークマネージャーの全市的展開の検討・実施 

4－1. パークマネージャーの定義・対象公園 

ゲルリッツ公園でのパークマネージャーによる治安改善の効

果が必ずしも明確ではない中でも，ベルリン市はゲルリッツ公園

をモデルに環境改善が必要な市内の公園に対して2019年からパ

ークマネージャーを導入することを決定した。この際に，ベルリ

ン市はパークマネージャーの任務と能力を定義づけた 18)。ここ

で，パークマネージャーとは，人々と緑地（公園）との間の仲介

者であり，特定の公園に関連付けられ，緑施設法を前提に参加と

統合的なパークマネジメントを実施する任務を有する者である。

そして，参加の仕組みをデザインし，様々な利用者の意見調整を

することで，結果的に居住者や公園利用者の幸福感や生活の質の

向上に貢献するものとされる。また，公園に関わる社会的交流を

促す役割を担っているとしても，区行政職員や警察の代替者では

なく，あくまでもこれらを補完し，かつパークマネージャー自身

もパークランナー等により支援される存在と位置づけている。 

事業としては，シャロッテンブルク・ヴィルマースドルフ区を

除く市内11行政区の46公園に予算400万€の財政的裏付けと共

にパークマネージャーが既に展開されている。もっとも，今回の

措置は全市的展開を見越したパイロット事業という扱いであり，

2019年から2021年末までの時限的事業である。その後，あらた

めて事業評価を行い，継続・拡大・縮小・廃止といった選択を行

う。さらに，総勢59名の雇用のうちパークマネージャーは5名

のみであり，その他は平日及び週末に担当公園を巡回し利用者に

積極的な声がけや清掃も担うパークランナーである 19)。具体的

には，各公園では管轄する区行政を中心に，当該公園の特徴や問

題に適した形で組織化がされることが予想されている 19）。 

パイロット事業の対象公園は，ベルリンの多様な公園像を考慮

し，区行政側が潜在的コンフリクトを回避するため必要な公園を

指定した 20)。そのため，都心の大規模公園のティアガルテン

（210ha）や家族世帯の利用が多いレーベルゲ公園（78ha），多文

化共生が重視されるハーゼンハイデ公園（47ha）など様々である。

大規模公園以外にも小規模公園でも，高密市街地のテンペルホー

フ・シェーネベルク区にて複数の公園が緑道で接続されている形

では実施されている。空間的特徴では，都心を含むミッテ区に最

多の8公園が立地し，ミッテ区周辺にも多くみられる【図-4】。 

ミッテ区

ゲルリッツ公園

0m 10kⅿ

N

 
【図-4】パイロット事業の対象公園の立地 

出典：参考文献20）から作成 

4－2．パークマネージャーの政策的位置づけと現状 

 パークマネージャーは，現時点ではゲルリッツ公園から発展的

に全市展開されたとはいえ，いまだパイロット事業の試験的段階

と解釈できる。そのため，ミッテ区の担当者は 2019 年 7 月～9

月までの3か月間の評価として，存在自体が公園利用者への安心

感を与えるとともに，公園利用者の不適切行動を積極的な声がけ

により抑制しているとしても 21)，有効性の評価には一定程度の

時間が必要である。 

もっとも，パークマネージャー自体は既にベルリン全体の都市

緑地政策に位置付けられている。具体的には，多段階かつ多面的

な市民参加や関係主体との調整の上，2020 年 4 月公表の『ベル

リンの都市の緑に対する憲章』22)である。同憲章は，既存の個別

計画の上位に置かれる政治的宣言として2030年までの緑空間の

整備方針を示しており，憲章の『行動プログラム』23)にてパーク

マネージャーの恒常化が掲げられている。関連して，ベルリン市

担当者へのヒアリング調査ではパークマネージャーの育成に向

けた検討も既に行われている。例えば，市から委託を受けたラン

ドスケープ事務所により，行政の担当者及びパークマネージャー

からの報告，意見交換が2019年4月と8月に行われている。 

また，ベルリンでも新型コロナウイルス感染症の感染者数は

2021年1月19日時点で11.3万人（死亡者数1,833人）に達して

いるが 24)，パークマネージャーやパークランナーは，一部の公

園では園内の感染防止策（例：1.5m の社会的距離の保持，バー

ベキューなどの禁止）が十分に利用者が行っているかを監督・注

意する役割も担っている 25)。 

 

5. 調査のまとめ・今後の調査課題 

5－1. 調査のまとめ 

 第2章からは，旧西ベルリンのインナーシティに立地するゲル

リッツ公園ではパークマネージャーの導入以前から様々な治安

改善の試みが行われていたこと，しかし抜本的改善には至らなか

ったことが明らかになった。ここからは，ゲルリッツ公園へのパ

ークマネージャーの導入は試験的であったとしても，選択肢が限

られる中で必要に迫られた判断と理解できる。つまり，同公園で

は関係団体の協調的行動や周辺地区の改善策，強硬的手段だけで

はもはや問題解決ができない段階にあったといえる。 

第3章からは，ゲルリッツ公園のパークマネージャーは現場で

の実践的活動者と同時にパークマネジメントの「ハブ」のような

存在であること，A氏を中心に多主体協働型で公園の治安改善を

試みていることが明らかになった。この際に, 仮にA氏がパーク

マネージャーのモデルとすれば，治安改善という総合的措置が必

要な場合には公園に関する知識や経験よりも，高度なコミュニケ

ーション能力と戦略性が求められるといえる。それでもなお，ゲ

ルリッツ公園の事例からは構造的問題に対しては公園内だけで

は解決できないことや，深刻化する前に予防的措置を行うことの

重要さが読み取れる。 

第4章からは，ゲルリッツ公園から発展的にベルリン市への全

市展開が行われているとはいえ，より広い意味での公園環境改善

という形で試験的に実施していることが明らかになった。現段階
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での全体的な事業評価は困難であるが，試験段階とはいえゲルリ

ッツ公園をモデルに全市的展開が行われていることは事実とい

える。加えて, パイロット事業や政策的方針からみても，ベルリ

ン市では，適切な公園管理には現場に人的資源を効果的に投入す

ることが有効と判断しているといえる。 

日本への示唆では，日本のパークマネジメントの最重要課題と

して治安改善があげられることは限定的と考えられるが，来るべ

き事案に備えるべくパークマネージャーの育成や現場での実践

形態を検討することは必要であろう。例えば，公園管理運営士（7）

の認定資格試験などでより防犯や対話型対処方法の知識や技能

を強化すること，各公園で課題の種類や深刻度の段階に応じた行

動方針を事前に議論することは有意義といえる。あるいは，公園

周辺も含めた管理運営体制の強化や日常的な関係主体間の情報

交換も有益と考えられる。 

5－2. 今後の調査課題 

今後の調査課題は，A氏の現場での対処方法の観察調査，公園

協議会や周辺住民へのヒアリング調査が考えられる。また，ベル

リン市全体でのパークマネージャーの育成方法，地区マネジメン

トとの関係性や差異，パークランナーの実像も調査が必要である。

これらと同時並行的に，上記の日本への示唆の妥当性の検証に資

する先行的実践の調査とこれに基づく具体的提案が求められる。 
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補注 

(1) 徐淑子（2019）「諸外国における大麻合法化の動きと日本の

薬物乱用防止教育」日本ヘルスコミュニケーション学会雑

誌, 10(1), 49-54に基づくとドイツでは2017年から医療大麻

は合法化されている。 

(2) 地区マネジメントは，連邦・州の共同プログラムとして実

施されており，他州では「社会都市Soziale Stadt」と呼ばれ

る。ベルリンでは 1999 年から導入され，延べ 42 地区にて

地区マネージャ―と呼ばれる現地駐在型の専門家による総

合的な地区環境の改善がボトムアップで行われている。 

(3) 現地調査からは，コンテナハウスを改装した形で，誰から

も目につきやすいように公園入口付近に設置されていた。 

(4) 参考文献10）からは，公園協議会委員の選挙権・被選挙権

は14歳以上であり，商業的関心などを有さない周辺居住者

や公園利用者，団体代表者とされ，候補者は投票に先立ち

公開型で自己紹介も行う［4条］。また，公園協議会は毎月

開催され［6条］，区行政から協議会の運営に関連した事務

的・資金的支援を受けることが可能となっている［12条］。 

(5) ワースト2位のグライスドライエック公園では19.1％。 

(6) ベルリン市の HP 情報に基づくと，地区指定後は警察当局

は地区内での捜査権限が強化され，一方で通常以上の人員

投入などが求められる 

（ https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/kriminalitaet/4886600-43

62932-liste-kriminalitaetsbelasteter-orte-in-b.html）2021/1/21閲覧。 

(7) 公園管理運営士認定試験事務局の資料では，2020 年 4 月 1

日時点で2,453名である。 
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