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We examined the relationship between urban public park characteristics and the evaluation of park management in the Designated Manager System 

(Shitei-kanrisya-seido: DMS) through the case of Hyogo prefectural park to improve the way of park management. The materials used for the analysis 

are plans of the targeted parks and relevant documents. According to these materials, the information on park types and facilities were sorted. Then we 

employed interview surveys with designated managers and their candidates to grasp how the evaluation of park management is conducted in the DMS. 

By using these results, existing problems of the DMS were discussed. The results show that the evaluation of park management based on park 

characteristics has not been sufficiently carried out in all the targeted parks. It was also found that designated managers had difficulty in understanding 

sufficiently what is the ideal management taking park characteristics into consideration like. These findings indicate the necessity of unique evaluation 

indicators for the park management evaluation in relation to park characteristics. The park management plans for each public park may be also needed. 
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1. はじめに 

1-1. 研究の背景・目的 

社会状況の変化に伴い、行財政負担の軽減や公園特性に応じた目標を定

め、官民連携手法を用いて利用者本位の質の高い公園づくりを実現する取

組が盛んである。このような、いわゆるパークマネジメントの中でも、官

民連携手法として活用率が高いのが指定管理者制度である。もっとも、指

定管理者制度の導入意義を達成するためには、コスト面だけに目を向ける

のではなく、各都市公園の設置目的や規模、施設内容といった公園特性に

応じた管理運営が求められる。また、自治体は、指定管理者を慎重に選定

することは当然として、選定された指定管理者が適切な管理運営を実施し

ていたかを判断する管理運営評価も重要である。 

指定管理者制度の管理運営評価に関する既往研究には、都市公園の特性

に応じた指定管理者制度の運用上の課題を明らかにした竹田ら 1)や、業務

評価と限度額の関係性を明らかにした上原ら 2)が挙げられる。だが公園特

性を複数の事項より把握し、公園特性と管理運営評価項目の関係性から指

定管理者制度の課題を明らかにした研究は管見の限り見られない。 

そこで本研究では、公園特性を都市公園に関する計画や開園経緯、公園

種別、施設内容から把握した後、公園特性と管理運営評価項目の関係性を

明らかにする。これに基づき、都市公園における管理運営評価を含む指定

管理者制度の実態および具体的な改善案を提示することを研究目的とする。 

 調査対象事例は、兵庫県立都市公園（以下、「県立都市公園」）である。

選定理由は、①県立都市公園への指定管理者制度導入率が 100％であるこ

と、②県立都市公園は立地や規模、種別からみても顕著な偏りがないこと

である。なお県立都市公園は兵庫県内に全15公園あり、県南・県央地域や

淡路島にかけて分布している。他方、県北地域では、自然公園が多い。 

1-2. 研究の構成・手法 

第 2 章では、都市公園の特性に関するキーワードを国土交通省の関連資

料 3)とひょうごパークマネジメントプラン 4)を参考に①環境保全、②防災、

③広域レクリエーション、④観光・交流、⑤環境学習、⑥歴史文化の 6つ

に設定する。これを活用し、設置目的に着目した「開園経緯」、設置目的を

象徴する「公園種別」、具体的な設備を示す「施設内容」の3観点から分析

を行い、県立都市公園の公園特性を把握する。詳細は以下の通りである。 

・ 開園経緯：県立都市公園に対する兵庫県の方針を踏まえ、開園経緯か

ら各県立都市公園の特性を把握するために、各特性に関するキーワー

ドを国土交通省の関連資料3)を参考に独自に設定する。各県立都市公

園の開園経緯は、辰巳（2000）5)やひょうごパークマネジメントプラ

ン4)、橘（2007）6)を参考に整理する。各県立都市公園の開園経緯に公

園特性に関するキーワードがあった場合、その公園の特性とする。 

・ 公園種別：国土交通省7)8)による公園種別の整備目的を参考に、県立都

市公園の特性を把握する。ただし地区公園は、整備目的の内容より本

研究で扱う6つの公園特性には該当しない。 

・ 施設内容：県立都市公園の施設の使用目的 4)を参考にし、公園施設か

らみる特性把握の指標の設定を行う。県立都市公園の施設内容の把握

は、ひょうごパークマネジメントプラン4)を主に用いる。 

なお、6つの公園特性のうち「環境保全」と「広域レクリエーション」は

3観点から、その他4つは2観点より把握できた（表-1）。これより「環境

保全」「広域レクリエーション」は2観点以上で公園特性を把握できた場合、

その他4つは1観点以上で把握できた場合をその公園の特性とする(1)。 

【表-1】3観点により把握できる公園特性 

公園特性 開園経緯 公園種別 施設内容 

環境保全 〇 〇 〇 

防災 〇 〇 

広域レクリエーション 〇 〇 〇 

観光・交流 〇 〇 

環境学習 〇 〇 

歴史文化 〇 〇 

出典：筆者作成 
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第3 章では、県立都市公園の管理運営評価の実態を明らかにする。分析

には兵庫県公園緑地課より提供があった平成 20 年度から令和元年までの

県立都市公園の管理運営評価資料を用いる。また指定管理者及び県立都市

公園指定管理者候補者委員に対してヒアリング調査を行い、管理運営評価

を含む指定管理者制度に関する実態を明らかにする。指定管理者へのヒア

リング調査では「指定管理への思い」「共同体で指定管理業務を行うこと」

「管理運営評価」の調査項目を設定し、県立都市公園を運営する 9団体の

うち5団体から文書にて回答があった。 

第4 章では、課題解決に資する具体的提案と研究課題を示す。 

1-3. 兵庫県の指定管理者制度と管理運営評価の概要（図-1） 

兵庫県の指定管理者の公募に関するガイドライン 9)によると、地方自治

法に基づき、自治体は指定管理者制度による管理運営開始後、指定管理者

による管理運営が協定及び管理水準書等に従い、適正かつ確実に実施され

ているかを確認・検証する責務を負う。そして公の施設の設置目的に沿っ

て公共性、利用の公平性、運営の安定性が確保されているかの監視を行う。

また指定管理者の業務改善及び県民サービスの一層の向上に資するため、

管理運営状況の評価を実施することになる。つまり指定管理者は、毎年度

管理運営に関する自己評価を実施し、施設所管課は自己評価に対する分析、

年間運営実績の総合評価を行い、業務改善に向けた指導等を行っている。 

 

【図-1】兵庫県の指定管理者制度導入施設の管理運営評価の流れ 

出典：参考文献9)を参考に筆者作成 

 

2.兵庫県立都市公園の公園特性の把握結果 

県立都市公園の公園特性に関する3観点からの分析の結果、各県立都市

公園が該当したキーワードや施設は、表-2の通りであり、これを踏まえ

各県立都市公園の公園特性を整理した（図-2）。 

【表-2】県立都市公園の基本情報と3観点（「開園経緯「公園種別」「施設内容」に基づく公園特性の把握結果（※広域レク＝広域レクリエーション） 

 
名称 

（開園時期） 
面積 公園特性と開園経緯から抽出されたキーワード 

公園特性と 

公園種別 
公園特性と施設内容から抽出された施設 

1 
舞子公園 

（1900/7/25） 
7.8ha 環境保全（名勝） 

環境保全 

（特殊公園） 

観光・交流（プロムナード）、歴史文化（孫文記念館、旧木下家住

宅、旧武藤山治邸、明治天皇歌碑、科学館） 

2 
明石公園 

（1918/4/15） 
54.8ha 

環境保全（名勝、景観保全）、広域レク（スポーツ、運動）、

歴史文化（文化財） 

広域レク 

（広域公園） 

環境保全（庭園）、広域レク（野球場、陸上競技場、テニスコート、

球技場、自転車競技場）、観光・交流（サービスセンター）、環境学

習（まちづくりセンター）、歴史文化（明石城） 

3 
甲山森林公園 

（1970/11/10） 
83.0ha 環境保全（環境保全、自然環境の保全）、広域レク（健康） 

広域レク 

（広域公園） 
環境保全（修景池、つつじ園）、広域レク（野外ステージ） 

4 
播磨中央公園 

（1978/8/5） 
181.7ha 

環境保全（環境保全）、広域レク（レクリエーション）、観光・

交流（沿道の開発） 

広域レク 

（広域公園） 

環境保全（四季の森、桜の園）、広域レク（野外ステージ、野球場、

球技場、テニスコート、アーチェリー場）、環境学習（自然散策ゾ

ーン） 

5 
西猪名公園 

（1982/4/8） 
6.0ha 環境保全（環境整備）、広域レク（遊び）、観光・交流（観光） 

該当なし 

（地区公園） 
広域レク（ウォーターランド、テニスコート、球技場） 

6 
淡路島公園 

（1985/4/21） 
134.8ha 環境保全（眺望）、観光・交流（地域に開かれた） 

広域レク 

（広域公園） 

環境保全（花の谷、アジサイの森、展望広場、草原と花の広場）、

広域レク（ふわふわドーム、ローラースライダー、水の遊び場）、

観光・交流（ハイウェイオアシス） 

7 
赤穂海浜公園 

（1987/7/25） 
71.7ha 歴史文化（文化、遺産、文化財） 

広域レク 

（広域公園） 

環境保全（赤湖・白湖）、広域レク（わんぱく広場、テニスコート、

オートキャンプ場、遊園地）、環境学習（塩の国）、歴史文化（塩の

国、赤湖・白湖） 

8 
一庫公園 

（1998/7/29） 
48.2ha 

環境保全（緑地保全）、環境学習（自然学習、自然と親しむ）、

観光・交流（パートナーシップ） 

広域レク 

（広域公園） 

環境保全（自然観察の森、見晴らしの丘）、環境学習（ネイチャー

センター）、歴史文化（ネイチャーセンター、炭焼窯） 

9 
灘山緑地 

（2000/3/18） 
11.3ha 環境保全（自然回復）、観光・交流（交流） 

環境保全 

（都市緑地） 
環境保全（プロムナード、展望デッキ） 

10 
有馬富士公園 

（2001/4/29） 
178.2ha 

環境保全（環境保全）、広域レク（レクリエーション）、環境

学習（自然学習、自然と親しむ） 

広域レク 

（広域公園） 

環境保全（ビオトープ池、展望デッキ）、広域レク（あそびの王国）、

観光・交流（パークセンター）、環境学習（自然学習センター）、歴

史文化（棚田、里山、かやぶき民家） 

11 
淡路佐野運動公園 

（2003/5/3） 
29.5ha 

広域レク（スポーツ、レクリエーション）、観光・交流（地

域間交流活性化） 

広域レク 

（運動公園） 
広域レク（野球場、サッカー場、グラウンド） 

12 
三木総合防災公園 

（2005/8/6） 
202.4ha 防災（防災拠点）、広域レク（国体、運動） 

広域レク 

（広域公園） 

防災（備蓄倉庫）、広域レク（テニス場、球技場、陸上競技場、野

球場、ゴルフ場） 

13 
尼崎の森中央緑地 

（2006/5/31） 
17.1ha 

環境保全（生物多様性）、観光・交流（参画と協働）、 

環境学習（学習） 

環境保全 

（都市緑地） 

環境保全（育苗施設）、広域レク（スポーツの森）、観光・交流（パ

ークセンター）、環境学習（育苗施設） 

14 
丹波並木道中央公園 

（2007/10/14） 
70.9ha 

環境保全（環境保全）、広域レク（レクリエーション）、観光・

交流（参画と協働）、歴史文化（文化） 

広域レク 

（広域公園） 
環境保全（森林活動センター）、歴史文化（茅葺民家、灰家） 

15 
あわじ石の寝屋緑地 

（2015/4/1） 
37.5ha 環境保全（景観保全、環境保全） 

環境保全 

（都市緑地） 
環境保全（展望台、いきものたんぼ）、歴史文化（古墳） 

出典：参考文献4)5)6)を参考に筆者作成 
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【図-2】県立都市公園の特性まとめ（該当の公園特性の項目を色付け） 

出典：筆者作成 

 

3. 兵庫県立都市公園における管理運営評価項目の分析 

3-1. 現行の管理運営評価項目の分析結果 

6 つの公園特性が管理運営評価項目のうち兵庫県が定める基本的な評価

項目 10)により評価できているかを調査した（2）結果、「広域レクリエーショ

ン」を除く公園特性は、現状の管理運営評価項目では不十分であることが

明らかになった（表-3）。兵庫県の「指定管理者制度導入施設の管理運営の

評価に係るガイドライン」では、基本的な評価項目に加え、施設所管課に

て特性をふまえ、独自の評価項目を適切に設定することとされている。 

【表-3】基本的な管理運営評価項目における公園特性の評価状況 

公園特性 基本的な管理運営評価項目において評価できているか 

環境保全 〇 

基本項目にて、一律的な植物や施設の管理の評価が実施されている

が、自然環境に配慮した公園管理といった観点での評価はできてい

ない。 

防災 〇 

基本項目にて、非常事態時の体制や災害時の避難訓練などの評価が

実施されているが、備蓄倉庫の管理といった観点での評価はできて

いない。 

広域レクリ

エーション 
◎ 基本項目にて多面的に評価が実施されている。 

観光・交流 △ 
該当する事業計画がある場合、「プログラムの実施」にて評価が実

施されているが、計画がない場合は評価できない。 

環境学習 △ 
該当する事業計画がある場合、「プログラムの実施」にて評価が実

施されているが、計画がない場合は評価できない。 

歴史文化 △ 
該当する事業計画がある場合、「プログラムの実施」にて評価が実

施されているが、計画がない場合は評価できない。 

出典：参考文献10)を参考に筆者作成 

次に独自に設定された評価項目に関して、平成20年度から令和元年に実

施された県立都市公園の管理運営評価を分析した。基本的な評価項目の調

査時と同様に各県立都市公園にて公園特性をふまえた管理運営が実施され

ているかという視点で整理を行った。結果、公園特性に着目すると多くの

県立都市公園に当てはまる「環境保全」「観光・交流」は、現在も評価が実

施されている割合が高い（図-3）。この結果の要因として「環境保全」は、

その管理状態により都市公園の質に大きな影響を与える重要な構成要素で

あることが考えられる。「観光・交流」は、主に「参画と協働」に関する独

自の評価項目が設定されており、これは現在兵庫県が公園の管理運営に県

民参画を推進し、更に管理運営協議会（県民の参画と協働による利活用推

進を目的とする団体4)）を設置していることが要因として考えられる。また

「広域レクリエーション」は、基本的な評価項目にて十分評価されている

としたが、スポーツ施設を有する県立都市公園にて独自評価が実施されて

いた。一方、「防災」「歴史文化」は、どちらも独自の評価が実施されてい

る割合が低い。「歴史文化」では、歴史や文化に関する事業計画が立てられ、

基本的な評価項目であるプログラムの実施状況にて評価されている公園も

ある。しかし、このような事業計画ありきの評価では事業計画が立てられ

なかった場合は「歴史文化」の管理運営が行われているか評価できない。

さらに県立都市公園ごとに着目すると、独自評価の実施公園と非実施公園

に分かれる。令和元年時点で、西猪名公園、淡路島公園、丹波並木道中央

公園、あわじ石の寝屋緑地では、独自評価が実施されていない。独自評価

を実施している県立都市公園でも、全ての特性に対応した独自評価を実施

している公園はない。 

 

【図-3】県立都市公園におけるオリジナル評価項目の実施状況 

出典：筆者作成 

3-2. 指定管理者、兵庫県立都市公園指定管理者候補者委員へのヒアリング

調査結果 

指定管理者への回答結果より指定管理への思いでは「3～5 年（原則 3 年）

という一定の指定管理期間があることによる仕事の安定」「会社の設立意義

といった管理者としての使命感」が挙げられた。一方、4/5団体が指定管理

者制度の課題を感じており、「公園の活性化を行うほど管理業務は増加する

が、求められる水準は変化しない」「管理運営で良い結果を残した場合、後

に求められる管理運営の質は高まるが指定管理料は上がらない」等が共通

課題として把握できた。共同体で指定管理業務を行うことでは、回答結果

より、役割分担は会社の業務内容が公園管理やコンサルタントの場合、共

同体内でも管理運営や共同体をまとめる役割を担い、造園や土木の場合は

専門技術を用いた業務を行っており、各指定管理者の強みを活かした分担

が行われていることが明らかとなった。この役割分担により、質の高い管

理業務の遂行が可能となることや、新たな発想により新しい公園利用者層

を獲得できるという指定管理者制度の意図に沿った実態といえる。また民

間事業者が指定管理業務に関わることで公園の活動団体との繋がりが出来

るという市場展開等の利点も示された。さらに指定管理者が公園特性を把

握する際には、県の資料に加え現地調査や利用者へのアンケート調査など

を行っていた。管理運営評価には、「前管理者との比較項目を設けてほしい」

との声があった。 

県立都市公園指定管理者候補者委員A氏へのオンラインヒアリング調査

では、「県立都市公園の指定管理者は、管理している公園の特性について凡

そ把握しているが、特性を踏まえた管理運営を具体的にイメージできてい

ない」という課題が指摘された。 
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3-3. 指定管理者制度および管理運営評価の課題の明確化 

以上から、①指定管理者制度の問題として指定管理者が公園特性を活か

した具体的な管理運営が十分にイメージできていないこと、②管理運営評

価の課題として現状では全ての県立都市公園にて公園特性を踏まえた管理

運営評価が十分に実施できていないこと、が明らかになり、それら課題を

指定管理者制度の枠組みに合わせて整理した（図-4）。 

 

【図-4】兵庫県立都市公園における指定管理者制度の枠組みと課題 

出典：参考文献10）を参考に筆者作成 

 

4. 提案・今後の研究課題 

4-1. 指定管理者制度の課題解決に向けた提案 

本研究で明らかにした指定管理者制度の課題の主要因として、兵庫県で

は公園別のパークマネジメントプラン（以下、PMP）がないことが考えら

れる。例えば東京都立都市公園での公園別の PMP に基づくと、公園別の

PMP には都立都市公園全体としての基本理念や目標を実現するための各

都立都市公園の取り組み方針が示されており、公園特性を踏まえた上で今

後の10年程度を見据えた目標、管理運営や改修・新規整備の方針が定めら

れている。このような公園別PMPがあることにより、指定管理者（候補者

を含む）は公園特性をふまえ、自身の強みを活かした管理運営の提案や実

施が可能と考えられる。もっともこの際には「該当公園の指定管理者」「自

治体」「県立都市公園指定管理者候補者委員」に加えて、公園の管理運営に

住民の参画と協働の重要性から「当該公園の利用者及び活動団体」を含む

4主体での検討が好ましい。また自治体は、指定管理者が管理運営を提案・

実施しやすいインセンティブを設定する必要がある。つまりコスト削減と

いう視点だけでなく、公園特性をふまえた管理運営を実施するという視点

で、指定管理料の上限額を検討することが望ましい。以上より、今後兵庫

県では適切なパークマネジメントを進めていくため、公園別PMPの策定及

び適切な指定管理料の設定が求められるといえる。 

4-2. 管理運営評価の課題解決に向けた提案 

管理運営評価に関する課題改善では、6 つの公園特性自体が妥当性を持

つとして独自の管理運営評価項目を設定することが望まれる。兵庫県立都

市公園に、これまで実施されてきた独自の評価項目や竹田ら（2015）1)の調

査結果を参考に管理運営評価項目案を示す（表-4）。6 つの公園特性に関す

る独自の管理運営評価項目を全15公園にて実施することで、公園特性を活

かした適切な管理運営が実施されているかの評価が可能となり、指定管理

者制度の導入意義が達成される可能性が高まると考える。なお公園特性は

社会情勢により変化するため、兵庫県立都市公園のPMPの計画目安である

10年の間隔で見直しを行うことが望ましい。 

【表-4】公園特性ごとの独自の管理運営評価項目案 

公園特性 独自の管理運営評価項目案 

環境保全 自然環境に配慮した公園管理の実施 

防災 災害時を想定した避難訓練、備蓄倉庫の管理 

広域レクリエーション 運動施設の維持管理と活用 

観光・交流 
公園の広報活動、周辺地域の情報発信、参画と協働による公園

運営 

環境学習 教育や学習の場としての公園活用 

歴史文化 歴史的施設の活用・保全 

出典：筆者作成 

4-3. 今後の研究課題 

本研究は、兵庫県の県立都市公園の指定管理者制度及び管理運営評価の

実態を明らかにし改善の提案を行った。だが、兵庫県のみを対象としてお

り、普遍性を持つとは言い難い。また、兵庫県立都市公園別PMP及び指定

管理料の上限についての具体的な内容提案は不十分である。 
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補注 

(1) 例えば「環境保全」については、以下の通りである。⓪①の場合、公

園特性とせず、②③の場合、公園特性とする。 

パターン 開園経緯 公園種別 施設内容 

⓪いずれの観点からも把握できなかった    

①いずれか1観点で把握できた 〇   

②いずれか2観点で把握できた 〇 〇  

③すべての観点で把握できた 〇 〇 〇 

（各観点の分析により、その公園の特性と把握できたものを〇とする） 

(2) 県立都市公園の管理運営評価にあわせて、県立都市公園指定管理者候

補者選定委員会の外部評価内容を参考とし分析をした。 
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