
公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.20, 2022 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.20, February, 2022 

* 特任研究員・千葉大学大学院園芸学研究院 Postdoctoral Fellow, Graduate School of Horticulture, Chiba University

都市公園等事業の事業評価から見る都市公園の機能と評価指標

Relationship between Park Functions and the Evaluation Index for Urban Park Projects 
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This study analyzed the evaluation project of urban parks by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and 
Tourism, Japan, and clarified the relationship between the evaluation index and parks’ functioning. Due to the survey, 
when the correspondence between the evaluation index and the functioning was analyzed, the evaluation index 
regarding the function of the landscape was not shown. Moreover, the presence or absence of related projects 
constituted an evaluation index for the functioning of tourism and vitality, and their actual state has not been 
evaluated. Therefore, it is necessary to develop an index to evaluate the performance of functions based on human use, 
such as landscape and tourism.   
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1. 背景・目的 

我が国における都市公園の整備面積は令和元年度末には12万

8千haを超えた 1)。都市公園の量的整備は一定程度の充足を迎え

ており、効果的なストックマネジメントや質の向上が求められる

局面に突入している。 

都市公園を含む公共施設の効果的、効率的な整備・管理・運

営を推進するために、公共団体は公共施設マネジメントシステム

の構築に取り組んでいる。公共施設マネジメントシステムには基

本的に施設白書、基本計画、実施計画の段階が存在することが指

摘されている 2)。公共施設ストックの現状を把握し、基本計画、

実施計画を策定した上で、計画に基づき整備・管理・運営を実施

し、事業により施設の機能が適切に発揮されているかを評価して

改善につなげるまでが一般的なプロセスである。都市公園のマネ

ジメントにおいても、その機能が発揮されていることを適切に評

価し、整備・管理・運営等の事業改善へ繋げることが重要だと言

える。 

今日、複雑化する現代社会の中で、都市公園には多様な役割

が求められるようになった。役割とは社会が都市公園に対して求

めるものであり、つまり、都市公園はその役割を果たすための機

能を内在させていると捉えられる。都市公園は多様な機能を有し

ている。都市公園事業により多様な機能が発揮されていることを

的確に評価し、整備・管理・運営の質の向上を図るためには、そ

れぞれの機能に応じた多様な評価指標が求められる。 

都市公園における多様な機能を評価する指標を検討するにあ

たり、まずは、都市公園事業の事業評価にあたり、どのような機

能が想定されており、それをどのように評価しようとしているの

かを把握する必要がある。そこで本稿では、都市公園事業の事業

評価にあたり都市公園に求められる役割や機能を抽出する。そし

て、都市公園の機能とその発揮を評価する評価指標の対応を分析

して、機能と評価指標の関係を考察する。 

2. 対象・手法 

国土交通省における事業評価手法は地方公共団体における事

業評価の基準になるものと考えられる。国土交通省は所管する都

市公園等事業において、「新規採択時評価」、継続中の「再評価」、

「事後評価」、「計画段階評価」等の事業評価を行っている。事業

評価にあたり実施要領細目、評価指標、判断基準、分析手法マニ

ュアル、評定表、チェックリスト等を資料として示している。そ

こで本稿では、まず国土交通省の都市公園に関する政策や、評価

事業に関する資料(1) 3)をデータとして、都市公園に求められる役

割と都市公園の機能を抽出した。また、都市公園事業評価の手法

と目的、評価指標をとりまとめ、機能と評価指標の関係を考察し

た。

3. 結果・考察 

3-1. 都市公園の役割および機能 

国土交通省は、「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」 終報告書 4)において都市機能の多機

能性の発揮を今後の課題として挙げており、都市公園の多様な機

能を「観光」、「活力」、「子育て」、「防災」、「環境」、「景観」、「文

化」の7つにまとめた【表-1】5)。 

また、事業評価に用いる大規模公園費用対効果分析手法マニュ

アル 6)では、公園整備によって生じる価値の体系を機能と共に示

していた【表-2】。当該マニュアルは、都市公園の整備により発

生する経済的価値のうち、【表-2】に示した直接利用価値、間接

利用価値を計測対象としており、その機能として、健康・レクリ

エーション空間の提供、都市環境維持・改善、都市景観、都市防

災の4点が挙げられた。 

これらより事業評価の費用対効果分析は、【表-1】に示した 7

つの機能のうち、子育て（子育て支援、健康・レクリエーション

の場等）、防災（災害時の避難地、防災拠点等）、環境（生物多様

性保全、都市環境保全等）、景観（歴史的な景観の伝承、文化芸
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能や技術の継承等）の4つの機能を評価するものであると言える。 

3-2. 都市公園事業の評価 

国土交通省は所管する都市公園等事業の事業評価として、「新

規採択時評価」、「再評価」、「事後評価」、「計画段階評価」を実施

することとしている。資料より、都市公園事業評価の手法と目的、

評価指標等を再構成してとりまとめた【表-3】。 

「新規採択時評価」は、対象事業を新規採択の対象とするか判

定するために、費用対効果分析による評価と、都市公園等事業の

新規採択時評価の客観的評価指標（案）等に基づく評価により実

施されていた。 

まず、費用対効果分析については、手順が大規模公園費用対効

果分析手法マニュアルおよび小規模公園費用対効果分析手法マ

ニュアルに示されており、費用便益比を評価指標としていた。公

園の整備状況や周辺の公園・世帯等の状況から費用対効果（費用

便益比）を算出し、1より大きい場合、費用より便益が大きいと

判定される。費用便益比の算出には、直接利用価値、間接利用価

値の双方の計測が必要である。具体的には、施設魅力度、緑地面

積、広場面積、防災拠点機能、事業費、維持管理費、便益額（共

用時および50年後等）、効用値、年間便益額、検討対象ゾーン世

帯数、競合公園の施設魅力度、公園までの旅行費用・経路長等が

考慮されていた。前項に記した通り、費用対効果分析は子育て、

環境、防災、景観の機能の発揮を分析したものと言える。 

また、都市公園等事業の新規採択時評価の客観的評価指標（案）

に基づく評価では、評価指標を示し適合項目数に応じて総合評価

ランクを定めて判定していた。評価指標は、前項に示した7つの

機能のうち、景観を除く6つの機能の発揮の可能性を評価したも

のだった。具体的には、評価指標「国家的・国際的イベントの会

場か」は観光、「地域間交流を促進するか」、「地域活性化に資す

るか」は活力、「高齢者・障碍者に配慮した整備・施設の有無」、

「健康づくりのための事業か」は子育て、「防災公園等としての

位置づけ」、「防災に対応した公園施設の有無」は防災、「緑の基

本計画等への位置づけ」、「都市環境に関する事業か」、「緑被面積

率、市街地の緑地面積」、「自然・文化面の優良性[植生自然度、

絶滅危惧種、世界文化遺産、古都保存法等]）」は環境と文化に係

るものと考えられた。評価指標はその他に、他事業との連携や事

業方式に関するものがあった。 

さらに、評価対象が広域避難地となる防災公園の場合には、防

災公園（広域避難地となる防災公園）の整備効果評価基準（案）

による評価の追加が示されていた。市街地の危険度と防災公園の

安全度について、評価指標への適合を点数で算出し、評価合計点

により判定していた。これは当然、防災機能に係る評価指標であ

ると言える。 

次に、「再評価」は社会的状況の急激な変化、技術革新等によ

り、再評価の実施の必要性が判断された場合に事業を再評価する

ために都市公園等事業の再評価の指標及び判断基準（案）等によ

り実施されていた。 

都市公園等事業の再評価の指標及び判断基準（案）は事業の必

要性等に関する指標を示し、事業の進捗の見込みに関する検討、

コスト縮減や代替案立案等の可能性に関する検討を行うことと

していた。また評価手法や各指標に関する詳細は再評価の実施主

体が個別事業の特性に応じて設定できることとされていた。再評

価に係る資料を提出する際に添付が求められるチェックリスト

の様式は非公開だった。 

事業の必要性に関する指標としては、事業を巡る社会経済情勢

等の変化に関する指標（市街化状況、人口推移、自然的環境、上

位計画の変更、類似施設の整備状況、関連他事業の進捗状況等）、

事業の投資効果に関する指標（費用対効果分析）、事業の進捗状

況に関する指標（執行額、事業の現況及び経緯、供用面積及びそ

の推移等）が示されていた。これらより再評価は、都市公園の機

能自体ではなく、新規採択時点からの変化の評価が主旨であると

考えられる。 

続いて、「事後評価」は事業完了後 5 年以内の事業等を対象に

今後の事後評価の必要性や改善措置の検討、評価指標の見直しに

向けて事業を事後評価するため、都市公園等事業の事後評価の指

標及び判断基準（案）等により実施されていた。 

都市公園等事業の事後評価の指標及び判断基準（案）の評価指

標は、4 つの観点からまとめられていた。(1) 費用対効果分析の

算定基礎となった要因の変化として、 公園利用圏域内の市街化

状況、人口の推移、年齢構成等の変化、 公園整備計画の大幅な

変更等が挙げられていた。これは機能自体よりも公園を取り巻く

基礎的状況の変化を把握するためのものと捉えられる。(2) 事業

の効果の発現状況は6点にまとめられていた。（ア）防災に関す

る効果は防災、（イ）観光振興等地域活性化に関する効果は観光

や活力、（ウ）長寿・福祉社会への対応に関する効果は子育て、

（エ）都市環境の改善、自然との共生に関する価値は環境に関す

る機能の発揮を評価しようとするものと考えられる。景観・文化

以外の機能を評価しようとしていた。(3) 事業実施による環境の

変化としては、動植物、埋蔵文化財の状況の変化が指標として示

され、環境や文化の機能を評価するものと捉えられる。(4) 社会

経済情勢の変化は(1)と同じく公園を取り巻く基礎的状況の変化

を把握するためのものと捉えられた。 

上記の通り指標の提示はあるものの、「再評価」の場合と同じ

く、各指標や評価方法に関する詳細は事後評価の実施主体が個別

事業の特性に応じて設定できることとされていた。また、「都市

公園事業の事後評価チェックリスト（案）」を提出することとし

ており、リストにはa.費用対応化分析算定基礎となった要因の変

化、b.事業効果の発現状況、c.事業実施による環境の変化、d.社

会経済情勢の変化、e.今後の事業評価の必要性、f.改善措置の必

要性、g.同種事業の計画・調査の在り方や事業評価手法の見直し

の必要性の文章記入を求めていた。さらに、広域避難地となる防

災公園の場合には、新規採択時評価と同様に、整備効果評価表定

評（事後評価用）による評価が実施されていた。 

後に「計画段階評価」は、都市公園の基本構想の検討段階に

おいて事業による政策目標を明確化し複数案を比較し、対応方針

（原案）を決定するために、都市公園事業の計画段階評価に係る

評価方法（案）により実施していた。 
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【表-1】都市公園の主な機能 

機 能 内 容 

観光 国内外からの観光客の誘致 等 

活力 地域活性化、まちの賑わい創出 等 

子育て 子育て支援、健康・レクリエーションの場 等 

防災 災害時の避難地、防災拠点 等 

環境 生物多様性保全、都市環境保全 等 

文化 都市のシンボルの形成、都市の風格を形成 等 

景観 歴史的な景観の伝承、文化芸能や技術の継承 等 

※ 参考文献5)より作成 

 

 

【表-2】公園整備によって生じる価値の体系 

価値分類 意味 機能 価値の種類（例） 

利用価値 直接利用価値 直接的に公園を利用するこ

とによって生じる価値 
健康・レクリエーション空間の提供 健康促進 

心理的な潤いの提供 
レクリエーションの場の提供 
文化的活動の基礎 
教育の場の提供 

間接利用価値 間接的に公園を利用するこ

とによって生じる価値 
都市環境維持・改善 緑地の保存 

動植物の生息・生育環境の保存 
ヒートアイランド現象の緩和 
気候緩和 
二酸化炭素の吸収 
騒音軽減 
森林の管理・保全、荒廃の防止 

都市景観 季節感を享受できる景観の提供 
都市形態規制 

都市防災 洪水調整 
地下水涵養 
災害応急対策施設の確保（貯水槽、トイレ等） 
強固な地盤の提供 
火災延焼防止・遅延 
防風・防潮機能 
災害時の避難地確保 
災害時の救援活動の場の確保 
復旧・復興の拠点の確保 

オプション価値 現在は利用しないが、将来の利用を担保することによって生じる価値 
非利用価値 存在価値 公園が存在することを認識すること自体に喜びを見いだす価値 

遺贈価値 将来世代に残す（将来世代の利用を担保する）ことによって生じる価値 

※ 参考文献6)より抜粋 

 

 

【表-3】国土交通省における都市公園等事業の評価 

評価の種類 評価対象 評価目的 評価手法 評価手法の内容 評価指標 

新規採択時

評価 
・※１のすべて

の事業 
都市公園等事業の

新規採択の対象と

するか判定するた

め 

費用対効果分析に

よる評価 
・「大規模公園費用対効果分析手法マ

ニュアル」または「小規模公園費用

対効果分析手法マニュアル」等によ

り実施する 
・公園の整備状況や周辺の公園・世帯

等の状況から費用対効果（費用便益

比）を算出する 
・費用便益比が１より大きい場合、費

用より便益が大きいと判定する 

費用便益比 
・供用年度、施設魅力度、緑地面積、広場面積、防災拠点

機能、事業費、維持管理費、便益額（供用時・50年後

等）、効用値、年間便益額、検討対象ゾーン世帯数、競

合公園の施設魅力度、公園までの旅行費用・経路長等を

用いて、直接利用価値、間接利用価値、費用対効果（費

用便益比）を計測する 

   都市公園等事業の

新規採択時評価の

客観的評価指標

（案）に基づく評価 

・「都市公園等事業の新規採択時評価

の客観的評価指標（案）」により実

施する 
・評価指標への適合項目数に応じて総

合評価ランクにより判定する 

1) 防災公園等としての位置づけ 
2) 防災に対応した公園施設の有無 
3) 国家的・国際的イベントの会場か 
4) 緑の基本計画等への位置づけ 
5) 他事業との連携（生態系保全、歴史文化、健康福祉、

産廃事業等） 
6) 公園事業間の連携（国営公園、地方公共団体の公園） 
7) 用地買収の有無 
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評価の種類 評価対象 評価目的 評価手法 評価手法の内容 評価指標 

8) 単独事業との組み合わせの有無（都市公園等一体整

備促進事業等） 
9) 民間活力の導入の有無 
10) 都市環境に関する事業か（緑化重点地区整備事業等） 
11) 緑被面積率、市街地の緑地面積 
12) 高齢者・障碍者に配慮した整備・施設の有無 
13) 健康づくりのための事業か 
14) 周囲の都市公園整備状況等 
15) 公園種別の広域性（大規模公園等） 
16) 地域間交流を促進するか（オートキャンプ場整備等） 
17) 地域活性化に資するか（中心市街地活性化広場公園

整備事業等） 
18) 新たな社会システムに対応しているか（再生資源活

用緑地整備事業、新技術の活用、住民参加等） 
19) 自然・文化面の優良性（植生自然度、絶滅危惧種、

世界文化遺産、古都保存法等） 

   防災公園（広域避難

地となる防災公園）

の整備効果評価基

準（案）に基づく評

価（※３） 

・「防災公園（広域避難地となる防災

公園）の整備効果評価基準（案）」

により実施する 
・評価種別「Ａ．計画避難圏域の防災

公園必要度評価（市街地の危険度）」

と「Ｂ．防災公園の防災性能評価（防

災公園の安全度）」について、評価

指標への適合を点数で算出し、評価

合計点により判定する 

A(1) 都市の基本条件（防災公園整備対象都市、人口規模） 
A(2) 計画避難圏域の人口密度、避難困難面積 
A(3) 計画避難圏域の危険度（防災公園の安全度）（不燃領

域率や木造建ぺい率） 
B(1) 公園の立地・避難安全性（活断層、地盤、浸水危険

区域）、広域避難地となる面積、人口1人当たり有効避

難面積、防火樹林帯区間・延焼しない区域の外周に対す

る割合 
B(2) 緊急避難支援機能（飲料用貯水槽等、井戸、トイレ、

発電施設等の有無）、救援活動支援機能（ヘリポート、

緊急車両駐車スペース、救援活動用テント設営用地等の

有無） 
B3(3) 地域防災計画等への位置づけ、役所・消防・病院・

福祉施設との近接性や連携体制 
（上記 ＊１ とする） 

再評価 ・※１のうち、

管理に係る事

業を除く全て

の事業（再評

価の実施の必

要性が判断さ

れた場合） 

社会的状況の急激

な変化、技術革新等

により、再評価の実

施の必要性が判断

された場合に事業

を再評価するため 

都市公園等事業の

再評価の指標及び

判断基準（案）等に

よる評価 

・「都市公園等事業の再評価の指標及

び判断基準（案）」等により実施す

る 
・事業の必要性等に関する指標を示

し、事業の進捗の見込みに関する検

討、コスト縮減や代替案立案等の可

能性に関する検討を行うこととし

ている 
・各指標に関する詳細な事項及び対応

方針を決定する際の判断基準等に

ついては別に定め、これらの評価手

法を参考として、再評価の実施主体

は個別事業の特性に応じて評価手

法を設定できる 
・再評価に係る資料を提出する際にチ

ェッリストを添付することとして

いるが様式は非公開 

(1) 事業の必要性等に関する指標 
① 事業を巡る社会経済情勢等の変化に関する指標 
・利用圏域内の市街化の状況、人口の推移等 
・公園計画区域及び周辺の自然的環境等 
・上位計画の変更 
・周辺の類似施設の整備状況 
・関連する他事業の進捗状況等 
② 事業の投資効果に関する指標 
・費用対効果分析 
③ 事業の進捗状況に関する指標 
・執行額（進捗率） 
・事業の現況及びその経緯 
・供用面積及びその推移 
 

事後評価 ・事業完了後5
年以内の事業

のうち、事後

評価を実施し

ていない事業 
・事業完了後、

事後評価の実

施主体となる

べき主体が、

事後評価が必

要であると判

断した事業 

今後の事後評価の

必要性や改善措置

の検討、評価指標の

見直しに向けて事

業を事後評価する

ため 

都市公園等事業の

事後評価の指標及

び判断基準（案）等

による評価 

・「都市公園等事業の事後評価の指標

及び判断基準（案）」等により実施

する。 
・各指標に関する詳細な事項及び対応

方針を決定する際の判断基準等に

ついては、上記案に定めることと

し、これらを参考として、事後評価

の実施主体は個別事業の特性に応

じて評価の方法を設定できる 
・「都市公園事業の事後評価チェック

リスト（案）」を提出することとし

ており、リストには、「a.費用対応化

分析算定基礎となった要因の変化、

b.事業効果の発現状況、c.事業実施に

よる環境の変化、d.社会経済情勢の

変化、e.今後の事業評価の必要性、

f.改善措置の必要性、g.同種事業の計

画・調査の在り方や事業評価手法の

見直しの必要性」の文章記入を求め

ている。 

(1) 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 
・ 公園利用圏域内の市街化状況、人口の推移、年齢構成

等の変化 
・ 公園整備計画の大幅な変更、工事単価等の要因の変化 
・ 事業の進捗状況、供用面積の推移等 
・ 費用対効果分析結果 
(2) 事業の効果の発現状況 
（ア）防災に関する効果 
・ 想定避難人口 
・ 避難地・防災拠点等としての機能の確保 
・ 避難時の公園への到達性 
・ 備蓄倉庫その他の災害応急対策施設の整備状況 
（イ）観光振興等地域活性化に関する効果 
・ 公園内にある歴史的・文化的・自然的資源の活用状況 
・ 公園を会場とした活動やイベント等の開催の予定・実 

 績 
（ウ）長寿・福祉社会への対応に関する効果 
・ 子ども、高齢者、身障者等への配慮 
・ 公園施設のバリアフリー化 
（エ）都市環境の改善、自然との共生に関する価値 
・ 良好な都市環境の保全・創出への取組状況 
・ 絶滅危惧種、希少種等の保存・繁殖 
（オ）関連する他事業等の進捗状況 
・ 道路、河川等の公共施設や教育・福祉施設等関連する

事業の進捗状況 
・ 他事業との連携の状況 
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評価の種類 評価対象 評価目的 評価手法 評価手法の内容 評価指標 

（カ）その他 
・ コスト縮減方策の検討・実施状況 
・ 新技術の活用 
・ 計画・設計・管理への住民参加の状況  
(3) 事業実施による環境の変化 
・動植物の生息・生育環境等の状況、埋蔵文化財の状況等

に関して、都市公園等事業の実施により、どのような効

果がみられたか。 
・ 動植物の生息・生育環境の保全・創出等に関する方策

の検討・実施状況 
・ 埋蔵文化財の保全・活用等に関する方策の検討・実施

状況 
(4) 社会経済情勢の変化 
・ 市町村の総合計画、緑の基本計画、都市計画等の上位

計画の変更 
・ レクリエーション施設、文化施設などの利用が競合す

る、あるいは相乗的な効果を発揮する類似施設の整備状

況 

   「防災公園（広域避

難地となる防災公

園）の整備効果評価

表定評（事後評価

用）」による評価 

・「防災公園（広域避難地となる防災

公園）の整備効果評価表定評（事後

評価用）」により、評価種別「Ａ．

計画避難圏域の防災公園必要度評

価（市街地の危険度）」と「Ｂ．防

災公園の防災性能評価（防災公園の

安全度）」について、評価指標への

適合を点数で算出し、評価合計点に

より判定する 

＊１と同じ 

計画段階評

価 
※２に掲げる事

業 
基本構想の検討段

階において事業に

よる政策目標を明

確化し複数案を比

較し対応方針（原

案）を決定する 

都市公園事業の計

画段階評価に係る

評価方法（案）によ

る評価 

・「都市公園事業の計画段階評価に係

る評価方法（案）」により実施する 
・以下の手順が示されている。 

1) 計画検討の発議 
2) 事業目的となる背景・解決すべき

課題の把握、原因分析 
3) 達成すべき政策目標の明確化 
4) 複数案の設定 
5) 評価項目の設定 
6) 複数案の比較・評価（評価表によ

る整理） 
7) 対応方針（原案）の決定 
8) 学識経験者等の第三者から構成

される委員会等の意見聴取 
・上記6)に示す評価表は、金額、図、

文章記入等の記入欄から構成され

ている 

計画段階評価実施手順5) 評価項目の設定において以下

のとおり示されており、具体的な評価指標の提示はない。 
 

複数案の比較・評価を行うため、評価項目を設定す

る。なお、評価項目の設定にあたっては、以下の点に

留意する。 
①政策目標の達成度合いを評価できること。 
②地域特性や事業特性等に配慮していること。なお、

市民参画を実施している場合については、市民・関

係者等の関心事も含めること。 
③可能な限り客観的な指標を用いて評価可能な項目を

設定すること。数値化できる指標が存在しない又は

指標の数値化が困難な場合には、可能な限り客観的

な判断基準等を設定して評価ができる項目を設定す

ること。また、概算事業費、将来の維持管理費の概

算額や事業の実現性についても評価項目の一つとし

て設定すること。 
④可能な限り費用対効果分析上の計測対象となる価値

と関連する項目を設定すること。 

※１ （１）都市公園法第２条第１項第２号に掲げる、国が設置する公園又は緑地の整備に係る事業 （２）都市公園法第２条第１項第１号に掲げる、独立行政法人都市再生機構

が設置する公園又は緑地の整備に係る事業で、都市公園防災事業費補助を受けて実施するもの （３）国土交通省設置法第４条第４８項に掲げる、国が設置する公共空地の

整備に係る事業（第２（１）に掲げる事業を除く。） 

※２ 都市公園法第２条第１項第２号ロに掲げる、国が設置する公園又は緑地に係る事業（維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除く）とする。(1) 国家的な記念事業

として閣議の決定を経て設置する公園又は緑地（記念事業） (2) 我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する公園又は緑地（文化

的資産）なお、都市公園法第２条第１項第２号イに掲げる、国が設置する公園又は緑地に係る事業については、都市公園事業における計画段階評価の事例の蓄積を踏まえ、

必要に応じて対象とする。 

※３ 広域避難地となる防災公園のみを対象とする 

 

（国土交通省資料より筆者が再構成） 
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都市公園事業の計画段階評価に係る評価方法（案）の手法とし

ては、1)計画検討の発議、2) 事業目的となる背景・解決すべき

課題の把握、原因分析、3) 達成すべき政策目標の明確化、4) 複

数案の設定、5) 評価項目の設定、6) 複数案の比較・評価（評価

表による整理）、7) 対応方針（原案）の決定、8) 学識経験者等

の第三者から構成される委員会等の意見聴取が示されていた。5) 

評価項目の設定としては、可能な限り客観的な指標を用いて評価

可能な項目を設定することとされていた。また、6) 複数案の比

較・評価における評価表には、整備方針、事業の実現性や地域の

意見、対応方針等の文章記入欄、イメージ図欄、概算事業費、概

算事業費や年間維持管理費等費用記入欄があり、政策目標に関わ

る評価項目について、できるだけ客観的な判断根拠を示すこと、

数値化できないものについても定性化した評価の判断根拠を示

すこととしていた。個別の機能の評価に係る記述はなかった。 

 

5. 総合考察 

国土交通省が示す都市公園の多様な機能である「観光」、「活

力」、「子育て」、「防災」、「環境」、「景観」、「文化」を踏まえ、都

市公園等事業の「新規採択時評価」、「再評価」、「事後評価」、「計

画段階評価」の評価の概要を把握した。また、評価指標と機能の

関係を分析した。 

「新規採択時評価」は他の評価と比較して文章の自由記入を

求める評価指標がなく、評価はすべて数値や、評価指標への適合

数で定量的に行われていた。景観機能は費用対効果分析の一部と

して扱われていたが、景観機能自体への評価指標はなかった。景

観以外の6つの機能に関する評価指標は示されていた。 

「再評価」は、「新規採択時評価」からの変化を把握し評価す

る主旨であり、都市公園の機能の発揮に関する評価指標は明示さ

れていなかった。評価の実施主体に評価手法等を設定できる裁量

を与えていた。 

「事後評価」は、景観・文化以外の 4 つの機能に関する評価

指標が示されていた。費用対効果分析等の定量的な評価指標に加

え、文章の自由記入を求める定性的な評価指標があり、評価の実

施主体に評価方法等を設定できる裁量を与えていた。 

「計画段階評価」は基本構想段階における複数案の比較と対

応方針（原案）の決定を主眼においており、具体的な機能の発揮

に関する評価指標は明示されていなかった。 

これらより都市公園事業において事業評価は様々な段階で実

施されるが、機能の発揮に関する評価指標は主に「新規採択時評

価」および「事後評価」において用いられていたことがわかった。 

防災や環境、子育て機能については、防災施設の導入状況や

緑被率、バリアフリーの導入等で定量的に機能を評価していた。

これに対して、景観機能を測るための評価指標が示されていない

こと、観光や活力に関する評価指標として、国家的なイベントの

有無や、地域活性化事業との連携等が示されていたことがわかっ

た。景観・観光・活力の機能はいずれも、都市公園施設が存在す

るのみならず、人間が眺める、集うなどの利用があって機能が発

揮される。また、都市公園に限定した調査が行われることが少な

く、評価指標として活用しやすい既存の統計データが少ないこと

と考えられる。 

これまでに費用対効果分析等、設備の有無や公園に関する数

値情報を価値に換算する定量的評価指標の開発については一定

の蓄積がある。今後は、人間の利用に伴い機能が発揮される、景

観・観光・活力等の機能について、定量的指標と定性的指標の混

合などを含め、公共の立場から評価可能な評価指標を開発するこ

とが求められる。 

 

 

補注 

(1) 「都市公園等事業の新規事業採択時評価実施要領細目」、「都市公園等

事業の新規採択時評価の評価指標及び判断基準（案）」、「都市公園等事

業の再評価実施要領細目」、「都市公園等事業の再評価の指標及び判断

基準（案）」、「改訂第４版大規模公園費用対効果分析手法マニュアル」、

「改訂第２版小規模公園費用対効果分析手法マニュアル」、「新規事業

採択時評価及び再評価における事業費内訳について」、「都市公園等事

業の事後評価実施要領細目」、都市公園等事業の事後評価の指標及び判

断基準（案）」、「都市公園事業の計画段階評価に係る評価方法（案）」、

「都市公園事業の計画段階評価実施要領細目」を参照した。 
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