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Ⅰ 社会実験の検証結果と今後の方向性



Ⅰ 社会実験の検証結果と今後の方向性

【検証結果】
①公民連携によるまちづくり
（事業性の有無、役割分担、実施における留意点等についての検証）
実施場所 検証結果

狭山池公園（北堤）
【単発検証】
【継続検証】

・事業性はあるが、出店の規模、種類、頻度、時間帯、関係団体との連携等について
は、当日の気候や近隣でのイベント等を踏まえながら工夫する必要がある。

・出店の継続による需要低下が一部見られたため、出店内容の入替や有効な頻度での
出店などにより、マンネリ化を防ぐ必要がある。

・当日までの会場準備、搬入、搬出については、公民で連携・役割分担しながら進め
る必要がある。

・必要に応じて、大阪府や警察等関係機関との協議が必要。
・出店頻度によって、河川占用許可（定期出店の場合は河川準則による占用許可）の
取り扱いについて整理する必要がある。

さやか公園
【単発検証】
【継続検証】

大野台第８公園
【継続検証】

・地域住民によるリピーター等も見られたが事業性は低い。
・地域の状況、周辺住民のニーズに応じた出店が必要であることから、地域との連携
が必要である。

・路上駐車防止対策等が必要である。



Ⅰ 社会実験の検証結果と今後の方向性

【検証結果】
②コロナ禍における『新しい生活様式』の提供（３密回避など）
（『新しい生活様式』を踏まえた屋外空間の有用性についての検証）

実施場所 検証結果

狭山池公園（北堤）
【単発検証】
【継続検証】

・移動販売車の出店による事業は、屋外空間の有効利用に適しており、コロナ禍にお
ける『新しい生活様式』を踏まえた屋外空間を創出できる。

・必要に応じてベンチ等の配置を行う必要がある。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を十分踏まえながら、出店の有無、事前
周知の有無、出店規模、出店形態（テイクアウト）等を工夫する必要がある。

さやか公園
【単発検証】
【継続検証】

大野台第８公園
【継続検証】



Ⅰ 社会実験の検証結果と今後の方向性

【検証結果】
③水とみどりのネットワーク構想に基づく公園活性化
（みどりの拠点となる公園のにぎわいづくりについての検証）

実施場所 検証結果

狭山池公園（北堤）
【単発検証】
【継続検証】

・市内外の来場者があり、公園の活性化に十分寄与することが分かった。
・事業テーマや連携するイベント等に合わせて、運用スキームを柔軟に変更す
る必要がある。

・狭山池を中心に活動する関連団体等と連携することで、単に売店としての機能だけ
ではなく、エリア価値を高める事業としての可能性があることがわかった。

さやか公園
【単発検証】
【継続検証】

大野台第８公園
【継続検証】

・周辺地域からの来場者やリピーターが多く、公園の活性化に寄与することが分かっ
た。

・地域住民の楽しみやにぎわい、買い物支援にもつながり、多くの方から継続出店の
要望があった。



Ⅰ 社会実験の検証結果と今後の方向性

【検証結果】
④狭山ニュータウン地区活性化指針
（狭山ニュータウン地区の活性化という視点からの検証）

実施場所 検証結果

大野台第８公園
【継続検証】

・物品販売など地域の状況や周辺住民のニーズに応じた内容の出店を行うことで、
地区の活性化に寄与できることがわかった。

・居住者の身近な場所で実施したことから、買い物支援にもつながった。

・社会実験終了後には、地区主催の出店等も見られ、地域のにぎわいづくりに寄与で
きることが分かった。



Ⅰ 社会実験の検証結果と今後の方向性

【今後の方向性】
検証結果を踏まえて、今後の方向性を以下に示す。
実施場所 今後の方向性

狭山池公園（北堤）
【単発検証】
【継続検証】

・事業性があることがわかったが、単に売店としてキッチンカーを出店するだけ
の事業ではなく、狭山池を中心に活動する関連団体等との連携や、エリア価値、
市全体の魅力価値を高めるための事業としての実施検討を行う。

・地元事業者の販路拡大に関する取組みや各種イベントとの連携など、関連団体
と対話を行いながら、その他の事業展開についても検討していく。

さやか公園
【単発検証】
【継続検証】

大野台第８公園
【継続検証】

・地域の意向や状況に応じた出店が必要であることから、地域による移動販売車
の出店の取組み等に対して連携、協力していく。

・地域のにぎわいづくりの一助となるよう、本社会実験の内容等については必要
に応じて各地域へ情報提供を行う。



Ⅱ 社会実験の概要



Ⅱ 社会実験の概要

１目的
公民連携で市内の公園に移動販売車を出店し、①～④についての持続性

や課題などについて検証を行う。
①公民連携によるまちづくり
②コロナ禍における『新しい生活様式』の提供（３密回避など）
③水とみどりのネットワーク構想に基づく公園活性化
④狭山ニュータウン地区活性化指針に基づく既存公園の活用など

２実施期間
令和２年１０月２４日から令和３年１０月３１日まで
※緊急事態宣言に伴う出店中止期間があった為、実施期間を延⾧した。



Ⅱ 社会実験の概要

３実施場所
①『大阪狭山市水とみどりのネットワーク構想』に基づくもの
・狭山池公園
・さやか公園

②『狭山ニュータウン地区活性化指針』に基づくもの
・大野台第８公園（大野台六丁目地内）

４事業者
所在地 大阪市中央区難波五丁目１番６０号
商 号 南海フードシステム株式会社
代表者 取締役社⾧ 行松 宏祐
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Ⅱ 社会実験の概要
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狭山池公園（北堤）

大野台第８公園
さやか公園



Ⅲ 社会実験の検証方法



Ⅲ 社会実験の検証方法

①社会実験の目的に関する評価
社会実験の目的（４項目）に関し、出店場所別に課題等について整理・

検証を行った。（「Ⅰ 社会実験の検証結果と今後の方向性」参照）

②採算性の検証
採算性がなければ、民間事業者として事業を持続できないことから、事

業者と協議の上、１日１台あたりの売上目標を平日３万円、休日５万円と
設定し、検証を行った。

③アンケート調査の検証
市民ニーズや課題について、アンケート調査を行った。



Ⅳ 社会実験の実績



Ⅳ 社会実験の実績（狭山池公園）

１出店日時 令和２年１０月２４日、令和３年６月２６日および３０日
令和３年７月～１０月の毎週土曜日

２出店回数 １８回

３来場者数 約３,６００人（延べ数）

４告知方法 市広報誌、市ＬＩＮＥ、市ＨＰ、狭山池公園内掲示板など

５出店台数 ３台～８台



Ⅳ 社会実験の実績（狭山池公園）

６取り組み ・夕暮れキッチンカー
（令和３年７月～８月：毎週土曜１５時～１９時）

・帝塚山学院大学との官学連携による狭山池ダムカレー販売
（令和３年８月、１０月）

・狭山池博物館２０周年記念イベントとの連携
（令和３年１０月）

・ランニングクリニックの同時開催（令和３年１０月）

・狭山池土地改良区の野菜販売との同時開催（令和３年１０月）



Ⅳ 社会実験の実績（狭山池公園）



Ⅳ 社会実験の実績（さやか公園）

１出店日時 令和２年１１月８日、令和３年２月～４月の毎週金曜日

２出店回数 ７回

３来場者数 約２,０００人（延べ数）

４告知方法 市広報誌、市ＬＩＮＥ、市ＨＰ、狭山池公園内掲示板など

５出店台数 ２台～７台

６取り組み 芝生広場の設置（青空ヨガ教室、キッズダンスパフォーマンス）
（令和２年1１月）



Ⅳ 社会実験の実績（さやか公園）



Ⅳ 社会実験の実績（大野台第８公園）

１出店日時 令和２年１１月～令和３年３月の毎週水・土曜日

２出店回数 ３６回

３来場者数 約３,２００人（延べ数）

４告知方法 市ＨＰ、自治会会報、個別チラシなど

５出店台数 ２台～５台

６取り組み 移動式店舗によるメガネや補聴器の販売（令和２年１１月）



Ⅳ 社会実験の実績（大野台第８公園）



Ⅴ 社会実験の検証



Ⅴ 社会実験の検証（狭山池公園）

②売上金の検証
約１５％の出店事業者が達成

（平日３万円・休日５万円以上／台・日）
⇒天候や気温によって左右されることが多かった。
また、適切な情報発信方法や出店頻度についても
検討していく必要がある。

③アンケート調査（対象者数１０５人）（令和２年１０月）
狭山池を訪れた目的に関する質問に対し、キッチン

カーで飲食物を購入することを目的としている方が全
体の７４％であった。
⇒普段、狭山池に来られない方に対し、ある程度の集
客効果があったと推測される。

キッチンカー

74%

健康

21%

その他

5%

狭山池を訪れた目的



Ⅴ 社会実験の検証（さやか公園）

②売上金の検証
約３８％の出店事業者が達成

（平日３万円・休日５万円以上／台・日）
⇒出店場所の中で最も売上目標の達成率が高く、情報発信の
仕方によっては、更なる売上増に繋がる可能性がある。



Ⅴ 社会実験の検証（さやか公園）

③アンケート調査（対象者数１０２人）（令和２年１１月）
情報源に関する質問に対し、７割以上の方が

何らかの情報源を元にキッチンカーを利用され
ていた。市が直接発信した情報源（広報、掲示板、
ＬＩＮＥ、ＨＰ）の割合は３７％であった。また、
何らかの情報媒体（口コミ、ＳＮＳなど）を介
した割合は２６％であった。
⇒通りがかりの２４％を踏まえると、情報発信
方法に関しては、検討していく必要がある。

通りがか

り

24%

口コミ、

知り合い

15%

市広報

14%
LINE

11%

掲示板

8%

SNS(LINE

以外)

6%

市ＨＰ

4%

ネット

ニュース

3%

金剛ｺﾐｭﾆﾃ

ｨ

2%

その他

13%

情報源



Ⅴ 社会実験の検証（大野台第８公園）

②売上金の検証
約１１％の出店事業者が達成

（平日３万円・休日５万円以上／台・日）
⇒出店場所の中で最も売上目標の達成率が低かったが、
地元地区等との連携による情報発信を行っていく
ことで、売上増に繋がる可能性がある。

③事後アンケート調査（対象者数９９人）
・移動販売車を利用した満足度

大変満足+満足：６８．３％
⇒周辺地域からの来客が多く、地域や公園の活性化にも
寄与できたと推測される。

大変満足

25.9%

満足

42.4%

普通

29.4%

大変不満

2.4%
移動販売車を利用した満足度


