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2020年1月16日～2021年5月20日までの状況
■日本の新型コロナウィルスによる感染者数

１回目の緊急事態宣言を発出（4/7～5/24）

※https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1

２回目の緊急事態宣言を発出（1/8～3/21）

2019年12月に中国の湖北
省武漢市で報告された新
型コロナウィルスは、
2020年1月16日に初めての
患者が日本で報告されて
以降、急速に感染が拡が
り、4月7日に1回目の緊急
事態宣言が発出、現在ま
で計4回の宣言が発出され
ました。



■兵庫県の都市公園が実施した１回目の感染症拡大防止対策

そこで本研究では、兵庫県公
園緑地課と合同で、後述する
方法により、これら４つの施
策の効果を検証するとともに、
海外事例を踏まえ、コロナ禍
でも実施可能なプロジェクト
を実践したので報告します。

イベントの中止（花見イベントの自粛）
遊具の使用禁止
駐車場の閉鎖（大型連休期間中）
ソーシャルディスタンス確保の呼びかけ

ほとんどの対策が
「自粛、制限、中止」！

兵庫県では以下の４つの感染症拡大防止対策をとりましたが、その効
果や課題は不明、今後の施策展開に向けて検証が必要と考えました。



■調査対象地
明石公園、尼崎の森中央緑地、赤穂海浜公園（都市部）

甲山森林公園（都市近郊部）

播磨中央公園、有馬富士公園（郊外部）

■位置情報ビッグデータを用いた利用密度に関する検証

■調査方法
調査手法：au(KDDI)スマートフォンの位置情報ビッグデータを活用

調査内容：各公園の滞在者の利用者数や利用密度の変化を調査、県の対策の効果を分析

・データの提供元：KDDI・技研商事インターナショナル「KDDI Location 

Analyzer」

・対象としたデータ：3月1日から6月30日までの4か月間（2019年と2020年）

・利用者数：実数から算出された全利用者数の推計値を採用（データには20

代以下、およびインバウンド観光利用者のデータは含まれない）

・15分以上滞在者が対象

・対象エリアは各公園全域と遊具のあるエリア

１

１つ目は、左に示した公園におけ
るau(KDDI)スマートフォンの位置
情報ビッグデータを用いた利用密
度に関する検証です。



3/1-4/6 4/7-5/6 5/7-5/24 5/25-6/30
明石2019(人) 3,917 6,491 3,182 2,781
明石2020(人) 1,926 1,247 1,432 1,570
前年比(％) 49.2 19.2 45.0 56.5
尼崎2019(人) 1,615 1,066 1,561 1,471
尼崎2020(人) 933 548 526 692
前年比(％) 57.8 51.4 33.7 47.0
赤穂2019(人) 937 2,507 1,867 973
赤穂2020(人) 962 569 856 906
前年比(％) 102.7 22.7 45.8 93.1
甲山2019(人) 983 1,045 1,280 767
甲山2020(人) 814 802 808 774
前年比(％) 82.8 76.7 63.1 100.9
有馬2019(人) 885 1,572 1,033 892
有馬2020(人) 1,116 587 719 666
前年比(％) 126.1 37.3 69.6 74.7
播磨2019 (人) 1,915 2,084 2,378 1,585
播磨2020 (人) 1,738 870 1,597 1,471
前年比(％) 90.8 41.7 67.2 92.8

3/1-4/6：緊急事態宣言前、4/7-5/6：駐車場閉鎖など感染症対策を強化した期間

5/7～5/24：遊具の使用制限を継続した期間、5/25-6/30：対策の解除後

結果１－１ ：利用者数の推移（３～５月）

イベント自粛

遊具使用禁止

駐車場使用禁止

緊急事態宣言

結果です。県立都市公園では、コロナ禍においても、ストレス解消や健
康維持の場としてできるだけ利用できるよう、公園自体を閉鎖すること
なく、感染防止のための利用制限を「段階的」に実施してきました。

その結果､｢4/7-5/6｣、
｢5/7-24｣､｢5/25-6/30｣
の3期間を比較すると、
明石､赤穂､有馬､播磨
の4公園で、緩やかに
利用者数(前年比)が回
復していることがわか
ります。

感染防止のための利用
制限と緩和を｢段階的｣
に実施したことで、来
園者数の急激な減少や
回復を避けることが出
来たと考えられます。



播磨中央公園における１５分以上滞在者の利用密度

※■高密、■普通、■低密 □2019年度よりも利用者数が2倍以上 ※メッシュサイズ：125m×125m

2019年4-5月（72,235人） 2020年4-5月（57,581人）

結果１－２ ：利用者の密度（４～５月）

 

 

 

 

 

 

 桜のエリア 

遊具エリア 

次に利用者の密度を見てみます。播磨中央公園を例に見てみます。本公
園では「遊具の使用制限」と「花見イベントの自粛」を行いました。

結果、遊具エリアやソメイヨシノが植栽されている「桜のエリア」の利
用密度が、2019年は高密であるが、2020年は中庸や低密になっているこ
とがわかりました。



播磨中央公園における１５分以上滞在者の利用密度

※■高密、■普通、■低密 □2019年度よりも利用者数が2倍以上 ※メッシュサイズ：125m×125m

2019年4-5月（72,235人） 2020年4-5月（57,581人）

結果１－２ ：利用者の密度（４～５月）

 

 

 

 

 

 

 

ステージ前広場 

展望塔、緑道 

さらに、下の図で「太い□」で囲ったメッシュは、2019年度よりも利用
者数が２倍以上のエリアですが、低密であった「ステージ前広場」や
「展望棟・緑道」の利用密度が高くなっていることがわかりました。

このように利用者の分散利用がみられ、密を避けて公園を広く利用する
公園利用者の心理が伺えます。
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結果１－３ ：イベントの自粛による利用者数の変化（３～４月）

次にイベントの自粛による利用者数の変化をみてみます。ここでは花見
イベントを取り上げます。県立都市公園では花見イベント（屋台を出す
など）は自粛しましたが、自由な花見利用は確保しました。

その結果、花見が行われていた明石公園と播磨中央公園で、前年比で最
大６割程度の利用者数には抑えられることがわかりました。

ソーシャルディスタンスを確保
した花見（明石公園）



結果１－４：駐車場閉鎖に対する変化（GW期間中）

大型連休期間中に訪問した利用者の居住地（％）

次に、ＧＷ期間中の駐車場閉鎖による利用者数の変化をみてみますと、
昨年と比較して、利用者数がおよそ８割以上減少していることがわかり、
密集、密接が回避できたことが分かりました。

2019年(人) 2020年(人) 減少率(%)

明石公園 56,388 11,594 79.4

尼崎の森中央緑地 4,834 1,875 61.2

赤穂海浜公園 17,956 1,796 90.0

甲山森林公園 6,906 5,473 20.8

有馬富士公園 9,811 1,179 88.0

播磨中央公園 11,218 1,862 83.4
※駐車場が実際に閉鎖されていた4/29～5/6の期間を対象

甲山森林公園の減少率が20.8%
と低かったのは、近隣の住宅
地から徒歩でも訪問しやすい
立地環境にあったことが要因
と考えられます。



結果１－５：遊具の使用禁止に対する変化（３～６月）

遊具エリアにおける1日あたりの世代別の利用者数
（■：20-40歳代 ■：50歳以上）

最後に、遊具の使用禁止による利用者数の変化をみてみますと、子育て
世代（20～40歳代）の減少率は７～８割と、当該世代の来園を大きく抑
える要因になっていたことがわかります。



■調査対象地
明石公園、播磨中央公園

■利用者意識に関する研究

■調査方法 緊急事態宣言下における利用者意識
調査手法：来園者との直接対面によるアンケート調査

調査内容：｢来園目的｣｢利用内容｣｢県の感染症対策｣等

対象者：【宣言前】3/25：明石63名、3/25-26：播磨51名

【１回目の宣言期間中】4/26：明石52名、4/25：播磨50名

【２回目の宣言期間中】1/24：明石108名、2/13：播磨106名 計430名

２

２つ目は、公園利用者の緊急事態
宣言下での意識を捉えるための、
明石公園と播磨中央公園でのアン
ケートによる検証です。アンケー
トは対面形式で、合計 430名の
データを得ました。



結果です。まず、明石公園も播磨中央公園も、１回目の緊急事態宣言発
令時と比べて「接触が少ない」との理由による来園が減少しています。

また、明石公園は「静かで落ち着く」や「運動」が、播磨中央公園は
「遊具がある」との理由による来園が１回目の宣言前と同程度でした。

結果２－１：利用者意識の変化１ –来園目的-

よって、４月の緊急事態宣言では、他の人との接触を避けながら利用で
きる空間として、公園のニーズが高まりましたが、２回目の緊急事態宣
言下ではその意識は低く、一方で「心や体の健康（明石公園）」や「子
育て（播磨中央公園）」に対する欲求が高まっていることがわかります。



結果２－２：利用者意識の変化１ –利用内容-

また、２回目の緊急事態宣言後も、両公園ともに１回目の緊急事態宣言
前と比べて、ピクニックのような集団での利用が減少し、散歩のような
個人利用が増加しました。一方、２回目の宣言下における「遊具」の利
用状況は１回目の宣言前と同程度でした。
・２回目の緊急事態宣言後も、播磨中央公園（郊外型）も明石公園（都
市型）も、１回目の緊急事態宣言前と比べて、ピクニックのような集団
での利用が減少し、散歩のような個人利用が増加。一方、２回目の宣言
下における「遊具」の利用状況は１回目の宣言前と同程度であった。

このことから、２回目の緊急事態宣言下でも、集団利用を自粛し、個人
で出来るレクリエーションを行っていることがうかがえました。一方、
遊具など子育て活動に資する機能は、滞留施設であっても求められてい
ることもわかりました。



結果２－３：利用者意識の変化３ –イベント禁止等に対する意識-

（２：非常に良い取り組み、１：良い取り組み、０：どちらともいえない、-1：悪い取り組み、-２：非常に悪い取り組み）

さらに、「大規模イベント禁止」は、１回目の緊急事態宣言前や宣言発
令時と同様に肯定的な評価でしたが、「ピクニックなどの小規模の集ま
りも禁止」は、１回目の宣言後には肯定的な評価に大きく変化しました
が、２回目は逆に大きく否定的な評価となりました。

また、「遊具の使用禁止」は、１回目の宣言前は両公園ともに否定的な
評価でしたが、宣言後には肯定的な評価に変化、しかし、２回目の宣言
後は１回目の宣言前と同様に否定的な評価となりました。



■コロナ禍における公園利用者の行動様式のトレンド

◆｢密｣から｢疎｣へといった利用密度に対する利用者の意識の変化
↓

◇非接触型のレクリエーションが魅力的
◇分散型の公園利用の推進

◆公園に求めている価値の変化
↓

◇「心や体の健康」や「子育て」に対する欲求の高まり

これまでの調査結果から、上に示すようなコロナ禍における公園
利用者の行動や意識の変化がみてとれました。以降、それらの結
果を踏まえた兵庫県への施策提言の内容を紹介します。



■これからの都市公園あり方１：セルフ・レクリエーションの推進

個人で学ぶことができる屋外展示を充実させる。分散設
置しウォークラリーなどとも連動（Brooklyn Botanic 
Garden, New York）。

◆バードウォッチング、自然観察、
セルフガイド、ハイキング、サイク
リング、クライミング、魚釣りなど、
自然体験や健康づくりなど、個人で
出来るレクリエーションを推奨しま
す。これまでの公園レクリエーショ
ンでもこのような活動は行われてい
ましたが、コロナ禍でそのような利
用がより発達すると思われます。

◆地域の商店や生産者との連携を積極
的に行い、休日などキッチンカーや
ファーマーズマーケットでの賑わいづ
くりを推奨します。公園でテイクアウ
トした料理を食べながら過ごすことを
推奨します。

宇都宮市の公民館駐車場で行われた出張販売。県内農家を応援
するインターネットサイト「カジル」を運営する「クレバーフ
レーバー」が企画。https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/318234



■これからの都市公園あり方２：分散型公園利用の推進
◆園内の利用頻度の低い場所や、周辺の利用者が少ない都市公園・オープンスペースの魅力
を連携・発信し、利用者を空間的・時間的にすみ分けさせる「分散型公園利用」を推進しま
す。具体的には、県立公園と市町村の公園（さらには観光施設）が連携し公園区を形成、公
園間はバイクレーンで繋がります。利用が少ない公園内のエリアや公園は、公園区としての
バランスを考えながら個々に魅力化を進め、利用を分散させるような情報発信を行います。
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播磨中央公園の利用密度を示
したカラーマップ。暖色で示
された遊具や芝生のゾーンは
利用が密集しているが、他の
エリアは寒色で示されており
利用が少ない。利用の少ない
エリアを「使い切る」プログ
ラムデザインを検討したい。

同じ都市公園でも利用者数が多い公園と少ない公園が
ある。利用が多くなれば周辺の公園に利用を誘導する。
各公園の魅力化・差別化を図ることで、分散利用を推
進する（google mapを使用）。

自転車を活かしたまちづくりと連携



■これからの都市公園あり方３：海外の公園の取組みから

・オープンスペースを確保すべく、車
道を歩道として使う取り組みが行われ
ている。また、公園での恒久的な菜園
活動が出来る場を増やし、健康的に暮
らしたい人々のための活動の場として
いる（ジェフ･ホウ、米国）
・コロナ禍にあって環境保全活動に関
わる雇用が増加している。土地や社会
も含めたリカバリープロジェクトとし
て、みどりの社会福祉への広がりが展
開されている（ダイ・ルーカス、NZ）

新たなｺﾐｭﾆﾃｨ活動の芽生え 都市農業と健康活動 低コストの緑空間づくり

・そもそもみどりを守ることが人々の
健康や生物多様性を支えることに繋が
る（ジョー・ホプキンス、豪州）
・韓国においても都市農業による癒し
の場が増加している（キュンヒョン・
ゾー、韓国）
・都市農業はベランダや屋上など小規
模でもでき、非接触型で、遠くまで行
かなくても出来る。そして感染症によ
る鬱に負けない心を癒すことも大事な
視点である（ラウン・オウ、韓国）

・世界の公園をみてみると、芝生と
樹林と花壇がいつもセットで設置さ
れていて、どこも画一的な印象を
持っている。そのような公園から地
域の植物をより活かしたローカルな
緑のデザインに誘導していき、景観
に個性を持たせることが大事だろう
（マリア・イグナチバ、豪州）
・パンデミックのため、世界中の公
園は予算があまり取れない状況。そ
んな中でも持続可能で限られた予算
内で行える、しかも美しい緑地を作
るためには、メンテナンスが低コス
トで、自生種を活用した、あたかも
自然に見えるランドスケープがいい
のではないか（ジョン・リーフ・グ
リーン、スウェーデン）



社会的距離を意識した
分散型公園利用
デジタルスタンプラリーの実践

最後に、コロナ禍でも取り組めるランドスケープ・プロジェクトとして
「デジタルスタンプラリー」を実践しましたので、その報告を行います。

本事業は花緑施設が集積する北淡路地域で、分散型公園利用を推進する
プロジェクトで、北淡路花緑ネットワーク会議と連携して実施しました。



• 公園を中心に北淡路の広い範囲で行うので，密接密集を避けることができる

• スマホを使って行うので、物に接触しない（接触感染のリスクがない）

• 個人や特定グループで行うので、感染のリスクが低い

■コロナ禍におけるデジタルスタンプラリーの有効性

コロナ禍におけるデジタルスタンプラリーの有効性は以上の３点が挙げ
られます。プロジェクトでは、まず特設サイトとデジタルスタンプラ
リーを立ち上げました。またスタンプ設置個所は25施設38ヶ所でした。

https://awaji-digitalstamprally.jimdofree.com/



（例）国営明石海峡公園

移ろいの庭月のテラス

タコのお出迎え花壇

明石海峡公園内に4か所スタンプを設置

国営明石海峡公園HPより引用
https://awaji-kaikyopark.jp/map

淡路夢舞台百段苑 奇跡の星の植物館

夢っこランド

■公園の分散利用について

また公園内も広くつかってもらうべく、１つの公園に複
数個所、分散的にスタンプを設置しました。



● 他地域のスタンプラリーとの比較
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エントリーユーザー数
応募者数

エントリーユーザー数：1か所以上スタンプをゲットした人数 計１４４名
応募者数：特典に応募した人数 計３９名

https://www.awajihanahenro.jp/

2.14
人

15.0
人

約7倍

北淡路花緑ネットワーク会議に参加している
花緑関連施設7施設の1か所あたり平均参加者数

花へんろ デジタルスタンプラリー

■実施結果① 参加者の人数

結果です。同期間に行われていたスタンプラリー「あわじ花へん
ろ」と比べて、約７倍の方がこのデジタルスタンプラリーに参加
され、ニーズがあることがわかりました。



参加者の居住地 参加者の年代と性別

兵庫県と大阪府で約8割を占める
→県をまたぐ移動がしづらかったから

30-40代の女性の割合が高い
→子育て世代、家族での参加が多い

■実施結果② 参加者の属性

兵庫県
62 .5％大 阪 府

1 5 . 3 ％

そ の 他
2 2 . 2 ％

デジタルツールを用いた取り組
みですが、 60-70代以上の高齢
層も一定数参加がありました。



参加日 時間 QRコードを読み取った地点
2020/12/13 13:44 淡路島国営明石海峡公園：移ろいの庭
2020/12/13 14:05 淡路島国営明石海峡公園：月のテラス
2020/12/13 14:19 奇跡の星の植物館
2020/12/13 14:29 淡路夢舞台公苑百段苑
2020/12/13 14:45 淡路島国営明石海峡公園：夢っこランド
2020/12/13 14:57 淡路島国営明石海峡公園：タコのお出迎え花壇

ある３０代女性が回ったスタンプラリーの流れ（国営明石海峡公園）

■実施結果③ 公園の分散利用について

ある６０代男性が回ったスタンプラリーの流れ（淡路島公園）
参加日 時間 QRコードを読み取った地点

2020/12/21 10:17 奇跡の星の植物館
2020/12/21 11:07-12:37 淡路島国営明石海峡公園（４か所）
2020/12/21 13:01 淡路夢舞台公苑／百段苑
2020/12/21 14:48 淡路ジェノバライン
2020/12/21 15:21 タコステ
2020/12/22 13:15-23 淡路景観園芸学校（２か所）
2020/12/22 13:40 淡路島公園「大きな芝生広場」
2020/12/22 14:03-15:21 扇湯、岩屋珈琲店

１つの公園に複数個所、分散的にスタンプを設置したことにより参加者が公園を広
く利用している傾向がみられました（例えば明石海峡公園では20名の方がこの傾向
が見られました）。



■まとめ

今回、兵庫県公園緑地課と合同で、県立公園における来園者の利用行動と意識
変化の調査を行い、そこから導き出されたコロナ禍でも実施可能なプロジェク
トの一つを実践しました。屋外空間である都市公園でも安全安心が求められる
中、すべての利用を止めるのではなく、コロナ禍でも実施可能な事業を検討、
提案していくことも重要なことと考えています。

コロナ禍での新しい公園イベントとしての

「デジタルスタンプラリー」

公園管理者からの評価
・事業の継続性を求める声

デジタルツールならではの利点
・接触感染のリスクが低い

・各スポットでのメンテナンスが必要ない

「分散型公園利用」の推進
・３密を避け，社会的距離を確保する
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