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住民団体による街区公園の指定管理とその課題
地域コミュニティ形成と指定管理者制度の利用

中島正博

Community Park Management by a N eighborhood Association: 
Building a Local Community and Designated Manager System 

Masahiro NAKASHIMA 

The aim of this pap町田加 proposea田visionin Designated Manager System for the community p町ks

(gai.白-koen)泊回IoshimaCity. The Hiroshima City govern血entin也'oducedthe Desiguated Manager Sys脂血恒

也eyear 2006 for various public facilities including co四回血，typarks. For the case of a co血血阻，typark， a 

∞血血皿.itygroup such as a neighborhood association is supposed旬 beco血，ethe D田 igna阻dManag.町 A即時

d皿ost1，000 com皿岨ityparks in Hiroshi皿a，only 42 parks are 田町田tlyunder the Desigu副edManager Syste皿.

The au也orconducted a survey 10 find the reasonsおrco血皿，unityassociations not applying for the Desiguated 

Manager Sys脂mof也errp町'ks.τnesurvey identified various reasons for a community association加 hesitateto 

become the manager. A皿ongmany reasons “a fear ofthe unknown" is a田町orfac加工 Base地on由esurvey results， 

血eau也orproposes government policies so由ata community organization will be wil¥ing旬 becomea park's 

Desiguated Manger， and as a co田 equence也ep町kwil¥ become a core facility to tie ∞mmunity people together， 

也e回，byenh阻 C泊E也eirwelu町eand well-being. 
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E 指定管理者団体の調査結果とその考察

はじめに

1.研究の目的

指定管理者制度は平成15年6月の地方自治法の改

正により創設された制度である。この制度は、公共

部門の「官から民へ」という大きな流れの中で、多

様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応

するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつ

つ、住民サービスの向上を図るとともに、経費を節

滅することが目的とされている。広島市では公共施

W 報奨金交付団体の調査結果とその考察

v.住民のための指定管理者制度へ向けて

おわりに

設の指定管理者制度が平成18年度に始められ、この

制度の下で、市民が利用する街区公園もその地域の

住民団体が管理できるようになった。

指定管理者制度では行政経費節減の側面が強調

されることが多い。しかし本研究では、地域住民によ

る街区公聞の管理が、地域コミュニテイ1の醸成に果た

す役割に注目したい。街区公園は地域社会における

共同利用資源、すなわち現代の都市におけるコモンズ
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公園管理運営、清掃等報奨金交付団体管理リス久アンケート調査



88 

と見なすことができる。コモンズは地域住民が共同

で利用し管理する資源であり 2、そのような営みを

通して、地域コミュニティが形成きれ維持されるの

である。

従って地域の住民が街区公闘を管理することによ

り、街区公園がより効果的に利用管理され 同時に

地域住民のコミュニティ形成に貢献する可能性に着

目したい。そのような可能性の追求を前提として、

本研究の目的は、広島市の街区公園について指定管

理者制度を普及・促進する施策を提言することであ

る。なお街区公園の指定管理者制度は効率性の追求

が優先目的ではないとの見解に立って、本研究では

指定管理による経費節減効呆は検討の対象にはしな

u、。

2研究の背景

公共施設の指定管理者制度の中でも、街区公園の

場合は他の公共施設とは性格を異にしている。広島

市の森林公園、植物公園、安佐動物公園などは広島

市の外郭団体が指定管理者である。公民館も同様で

ある。また竜王公園、草津公園、可部運動公固など

の有料施設を含む公園、そして多くの公設の駐車場

は会社組織が指定管理者になっている。これらの有

料施設を指定管理者制度で運営することは、先に紹

介した「官から民へ」という制度の目的に合致して

いると思われる。

他方、街区公園は主として街区内に居住する者の

利用に供することを目的に 1カ所あたり面積O.25ha

を標準として配置されたもので、もともと児童公園

と呼ばれていた。住民が無料でいつでも使用できる

公園である。その街区公園のごく一部について町内

会など地元の住民団体が指定管理者になっている。

「民間の能力」が民間事業者の専門的管理能力であ

るとするならば、町内会は専門的な事業者ではない

ので、街区公園の場合は「官から民へ」というこの

制度の目的に必ずしも合致していないようにみえる。

大きな都市公園を管理する財団法人や会社は専門

家を雇用して経済活動を行う法人であるが、街区公

園を管理する町内会や老人会は一般住民の親睦を目

的とする任意団体である。街区公園も他の大きな都

市公園も、どちらも指定管理者制度が適用されてい

る公共施設であるが、公園の性格とその指定管理者

の性格は大きく異なっている。多くの街区公園は小

面積で利用者は比較的限定され住区密着型であるの

に対して、その他の都市公園は大面積で利用者は広

域にわたり公園内には有料の集客施設を含むものも

多い。

街区公園の指定管理は、効率性やサーピス向上と

いう指定管理者制度の一般的な効果の追求というよ

りも、地元の住民が使いやすい公園を住民の手で作

るという住民自治の一環としての効果、そして地域

コミュニテイの醸成という効果が期待できる。街区

公園とその他の公共施設を比較すると、 「官から民

へ」という指定管理者制度の方向性は共通している

が、両者の聞で主として狙うべき目的や効果は異な

るだろう。

このように住民自治を促進する可能性や効呆があ

るにも関わらず、指定管理者制度は広島市の街区公

園にあまり普及していない。その現状に鑑みて、街

区公園で指定管理者制度の利用を阻害している要因

を探るべく、街区公園を利用・維持管理する住民団

体を対象に、彼らの経験や意識を把握する必要があ

る。そのための調査を行い、住民自治に望ましい形

で街区公園の指定管理者制度を普及・促進する施策

を提言したい。

1.街区公園管理の現状と先行研究

本研究では、都市公園の中でも街区公園の管理運

営に関する「市民参加」と「指定管理者制度」とい

うごつのテーマについて検討しなければならないロ

先ず街区公園の管理に関する一般的な現状を紹介す

る。次に全国的な統計調査から、都市公園の管理運

営における市民参加の状況を紹介する。また指定管

理者制度の導入と共に、さまざまな種別の都市公園

がどのように指定管理者制度に組み込まれたのか、

全国的な調査をもとに紹介する。最後に筆者が平成

21年度に行った広島市の公園再生に関する調査で得

た知見を紹介する。

1街区公園管理の現状

街区公園の管理は地方自治体によって行われてい

る。その管理の一部を町内会などの住民団体が担う

ケースが多い。管理の一部とは主に公園の清掃と除

草活動である。多くの自治体は住民団体のその活動

に対して報奨金を支給している。住民団体は報奨金

によって、清掃のボランティアに謝礼を支払ったり、

町内一斉清掃などの活動費用に充てたりする。報奨



金は住民団体にとって運営費確保の側面がある(井上

ほか 2ω心。

また自治体と報償費の取り決めを行うことなく、

地元町内会や公園近隣住民が自主的に公園の清掃や

管理を行うケースも多い。金銭受給にとらわれず献

身的な住民ボランティアに支えられている公聞も多

いロあるいは逆に住民から放置されて利用度の低い

公園も存在する。利用きれない公聞については、住

民は行政に維持管理の要請をしないために、行政が

業者に委託する管理も不十分になる。住民が公園を

利用すれば、住民団体、ボランティア、行政などの

力で管理作業が行われるのである。

住民参加による管理の他に業者委託による公園管

理も行われる。それは中低木や高木の勢定や病虫害

駆除、便所掃除、清掃ゴミ処理などである。これら

はそれぞれ定期的に行われるが、高木や病虫害が危

険をもたらす状況が発生して、住民の要請による対

応として、伐採や防除が不定期で急遁行われること

もある。公園管理に関する予算の大部分はこれらの

業者委託費で占められている(井上ほか 2004)。

また施設の利用指導、利用調整、苦情処理などは、

住民の要請によって自治体が直接行うが、住民の聞

の利害調整やトラプルの解決は容易ではない。地元

の事情を十分に把握することが利害調整の前提であ

るが、地元から距離のある行政が直接介入すること

は困難であろう。しかし広島市の指定管理者制度に

おいては、指定管理者になる住民団体が利用指導、

利用調整、苦情処理の業務を担当することになって

いる。これらは本稿の主題に係わる課題である。

2.都市公園管理の先行研究

(1)都市公園と市民参加

日本全国の都市公園の管理運営における市民参加

状況の調査を(財)公園緑地管理財団公園管理運営

研究所が2(胸年に実施した(森本 2010)。全国47都

道府県の人口 10万人以上の都市266自治体を調査対

象にしたアンケート調査を実施して、 197自治体から回

答を得ている。街区公園は全国32，706カ所にあり、そ

のうち59%の公園の管理において、公園愛護会等の形

で町内会・自治会(63.6%)、老人会・婦人会(12.5%)、

青年会・子供会 (6.5%)、サークル (4.4%)等が参加

している。自治体によってそれら愛護会への支援が行

われており、その 87%が報奨金等の金銭的な手段で

ある。
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さらに愛護会相互の親陸と協調を図るため、連合

会の組織、活動の情報交換、研修、表彰等の事業に

よる支援(前橋市)も報告されている。富士市や堺

市では同様に活動団体聞のコミュニケーション作り

の場を提供している。また自治体と愛護会などの活

動者との意思疎通の重要性が認識されており、横浜

市の「公園愛護会等コーデイネーター」の設置の例

が紹介されているロ

市民参加による公園管理として公園愛護会が報告

されているが、住民団体による指定管理の事例は報

告されていない。森本 (2010)の調査報告では、指

定管理者制度の可能性に関して次のような認識が示

されている。つまり「地域に密着し、地域の声を反

映しやすいという点で町会等の地域団体が指定管理

者に選定されうるかといえば、まだ、組J織体として

の事業安定性や、管理計画の立案と工程・品質管理、

総合的な管理技術に関する知識やスキルといった面

で対応が困難と恩われるロ公園の管理に参画する既

存の団体が指定管理者として公園管理運営を担う組

織体にレベルアップしていけるのか、またレベルア

ップのきっかけは何かなど、今後の動向を見極めた

い」と述べている。この森本の見解は都市公園の種

類に言及していないが、市民参加の対象だから主に

街区公園であろう。本稿の研究の内容と直接関わる

問題認識である。この問題に関しては、広島市にお

けるアンケート調査に基づいて、本稿の第E章から

議論をする。

(2)都市公園と指定管理者制度

指定管理者制度は平成 15年6月の地方自治法改正

により制度化された。この制度実施から期間地せだ短い

ので先行研究は限られている。「都市公園J(2009) 

では指定管理者制度に関する論文が特集されている。

自治体によって導入された指定管理者制度の実施につ

いて、指定管理者としての民間事業体、指定管理者

を選定する自治体、そして第三者などの異なった立場

から報告がなされている(松本2∞9;笹山 2009;管

2009 ;荻野 2009;三浦 2009;中沢 2009)0しかし

本稿のテーマである街区公園を住民団体が管理する指

定管理者制度の事例報告は見られない。

都市公園における指定管理者制度導入に関するア

ンケート調査が(社)日本公園緑地協会公園緑地研

究所によって実施されている。調査対象は全国の

1.887自治体であり回答数は1，038票、そのうち指定管

理者制度を導入済み (33.99ω と導入予定(10.7%)の
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ふたつを合わせると回答者の45%である(田中・芦津

2007: 89)。
指定管理者制度を導入した公園は、街区公園、近

隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、風致公園、

動植物公園、歴史公園、墓園、広域公園などを含め

て16種類に及び、制度導入の総件数は1，045件である。

そのうち、総合公園が222件で最も多く、地区公園 136

件、運動公園 123件、近隣公閏 122件、街区公園

107件と続いている。街区公園の 107件の内、 1件の

指定管理者が管理する公園の数は、公園lカ所の場合

が20件、公園 2-5カ所未満が 11件、公園 5-10

カ所未満が19件、公園 10-30カ所未満が21件と増

えて、 1∞カ所以上は 12件となっている。

全国の指定管理者は、 57%が財団法人・社団法人

などの公的団体であり、民間事業者は29%である。残

りの 14%の中に町内会などの住民団体が含まれていると

考えられるロ指定管理者が必須業務として行う管理項目

は、植物管理80%台、苦情対応・利用指導70%台、

修繕・案内・料金徴収60%台である。これらの管理

項目は公的団体や民間事業者が行う業務であり、住

民団体が行うには技術的に無理のある業務(例えば

高木管理)が含まれている。

本稿のテーマは街区公園の指定管理を住民団体が

行う場合の課題である。田中・芦揮のアンケート調査結

果のデータから分かることは何だろうか。種々のタイプの

都市公園の中で街区公園の数が圧倒的に多いにも関わ

らず、他の大規模な公園と比較して指定管理者制度の

件数が少ない。このことから指定管理者制度の主な対

象になっているのは、街区公園ではなく料金収入のある

大きな公園が中，心であることが分かる。

街区公園に関する先のデータをみると、一般に一つの

町内会や老人会が管理できる街区公園はlカ所ないし2

カ所程度であるにも関わらず、 1カ所の公園を管理して

いる指定管理者は全国で20件にすぎない。その指定管

理者は町内会なのか、あるいは財団法人や会社などの

事業者なのか、それが明らかなデータは示され勺ρない曲t

lカ所の街区公園を管理する20件の指定管理者は住

民団体の類であろう。民間事業者が1カ所のみの街区

公園の管理をすることは採算的に不可能だからである。

他方、二桁の公園を指定管理できるのは、公的団体あ

るいは会社などの民間事業者であろう。これらのことから、

広島市のように住民団体が街区公園の指定管理者を務

めるのは、この調査が行われた平成20年には全国的に

希な事例であったことが分かる3。

(3)公園再生とコミュニティ形成

筆者は平成21年度に住民団体による公園再生活動

を調査した(中島2010)。広島市民によるまちづくり

活動として、広島市が推進している「身近な公園再

生事業」について調査をした。街区公園は市民が交

流する空間として、地域コミュニティの生成・発展

に果たす役割が大きい。広島市では平成17年度から

「身近な公園再生事業」を開始して、住民の立場か

ら使いやすいよう、住民の手で街区公園を再生する

事業を実施している。 17年度は25件、 l昨度に33件、

19年度に33件の事業が実施され、平成2四年度までに

100件近い事例の集積がある。これらの事例につい

て聞き取り調査を行った。平成21年9月から住民団

体への訪問調査を始めて、 22年3月までに広島市の

西区、佐伯区、中区、南区、安佐南区の住民団体の

責任者と面会した。 I身近な公園再生事業」を実施

した市内すべての団体ではないが、合計49の公園と

団体を訪問調査した。この調査では各団体による公園

再生とコミュニティ活動の現状を把握することができた。

49団体の活動状況のデータは『公園再生とコミュニ

ティ形成に関する地域活動報告書J(中島 2010)

に纏めた。

この調査で訪問した住民団体の中には、街区公園

の指定管理者制度の第1期 (平成18-21年度)を務

める指定管理者が幾っか存在した。住民団体の聞き

取りを通して、公園再生や公園の指定管理は住民団

体によるまちづくり活動の一環であることが確認で

きた。地元の公園を自分たちで管理することにより、

自分たちの公園を守り育てる意識が芽生える現実も

観察できた。また町内会活動の財政を支えるために、

指定管理科は大きな魅力として受け止められていた。

指定管理に関心はあるが、制度の要求に応えること

が難しし残念ながら断念した団体もあった。ある

いは隣町の老人クラプが指定管理者であり、その経

験を聞くと自分たちにも出来そうなので、平成 22年

度からの指定管理者制度第2期に応募する予定の

団体もあった。

このような聞き取りを通して、現行の指定管理

者制度には住民団体にとって難しい課題があるこ

とが認識できた。街区公園の指定管理者に関する本

研究は、この平成21年度の公園再生調査を通して発

想されたものである。本研究のアンケート調査の質

問事項は公園再生調査の経験を通して作成した。



n.指定管理者制度と調査内容

指定管理者制度が適用される都市公園にも種々のタ

イプが存在する。本章では研究対象の街区公園が都

市公園全体の中で占める位置を示す。さらに街区公闘

が指定管理者制度の下で管理運営される場合、指定

管理者には何が求められるのか、広島市が公表した

文書をもとに紹介する。

広島市に平成 22年 3月に都市公園として存在する

公園の総数は 1，138である(広島市2010)。そのうち

街区公園の数は86%の蜘である。広島市治情った「平

成 21年度公園開設調書J(広島市 2010)の結呆を

表 1に示す。表から分かるように住区基幹公園に含ま

れる近隣公園や地区公園は、数は少ないが1カ所当た

りの面積が大きい。また都市基幹公園に含まれる総合

公聞や運動公園は、さらに数は少ないがlカ所当たり

の面積がさらに大きい。広域公園を含む大規模公園は

もっとも面積が大きい。都市公園の種別と標準的な面積

表1 広島市の種別公園の開設数と面積

都市計画決定した公園

区 分 開 設

箇所数 面積(ha)

街区公園 361 71. 86 

近隣公園 25 48.24 

地区公園 9 44.47 

住区基幹公園 395 164.57 

l総合公園 7 162.07 

l運動公園 4 84.51 

都市基 幹公園 11 246.58 

基 幹 公 園 406 411. 15 

風 致 公 園 6 56. 19 
動植物公園 l 17.60 

歴 史 公 圃 l 4. 70 

墓 園 2 16.60 

特 殊 公 園 10 95.09 

l広 域 公 園 2 125.45 

レクリヱーション都市

大規模公園 2 125.45 

緩 衝 緑 地

都 市 林

広 場 公 園

都 市 緑 地 4 1. 79 

緑 道 l 5. 10 

lロh 計 423 638.58 

出典:広島市(2010)
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は、街区公園 (0.25ha)、近隣公園 (2ha)、地区公

園 (4ha)、総合公園(10-50ha)、運動公園(15-

75ha)、広域公園(回ha以上)である。

平成 18年度に始まった指定管理者制度の実施により、

街区公園を除く多くの都市公園は財団法人や株式会社

などの事業者が指定管理者になり管理運営されている。

本稿では指定管理者制度の中でも住民団体による街区

公園の管理運営について考察する。住民団体による管

理運営ではどのような業務が指定管理者制度で求めら

れているだろうか。

まず地方自治法第244条の2の3項で指定管理者

の役割を以下のように規定している。「普通地方公共団

体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため

必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、

法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が

指定するもの(以下本条及び第三百四十四条の固に

おいて「指定管理者」という。)に、当該公の施設の

管理を行わせることができる」ロ

都市計画決定外の公園 計

開 設 開 設

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha)

619 95.81 980 167.67 

24 56.40 49 104.64 

3 16. 19 12 60.66 

646 168.40 1，041 332.97 

1 12.69 B 174.76 

1 19.63 5 104. 14 

2 32.32 13 278.90 

648 200. 72 1，054 611. 87 

2 4.50 8 60.69 

1 27.35 2 44.95 

l 4. 70 

2 16.60 

3 31. 85 13 126.94 

2 125.45 。 0.00 。 0.00 2 125.45 。 0.00 。 0.00 。 0.00 

57 63.99 61 65. 78 

7 12.80 B 17.90 

715 309.36 1， 138 947.94 
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さらに広島市公園条例には、指定管理者が行う業務

の範囲として第 16条の6において、公園の利用の禁止

及び制限に関すること、有料公園施設の利用の許可に

関すること、公園の維持管理に関すること、その他市長

が定める業務、などの4項目が挙げられている。街区公

園の指定管理者が行う業務は、「街区公園等への指定

管理者制度の導入についてJ(広島市 2005)あるいは

指定管理者制度について街区公聞の地元住民に説明

する資料「街区公園等の指定管理者制度についてJ(広

島市 2∞5)に示してある。

それには「指定管理者制度は、平成15年6月の地

方自治法の改正により創設された制度です。この制度は、

近年の多様化する市民のニ』ズにより効果的、効率的

に対応するために、公の施設の管理について、広く民

間事業者やNPO法人、地元町内会等の団体の持つノ

ウハウ等の能力を活用することにより、市民サービスの向

上や管理経費の縮減を図ることを目的とするものですロ」

と説明されている。地元町内会等の団体を指定管理者

の候補と見なしていることが分かる。

それでは街区公園の指定管理者には何が求められて

いるのだろうか。以下のように説明している。「街区公園

等は、主に地元住民の皆様で利用されており、これまで

も地元住民の皆様には、清掃ボランティアとして維持管

理活動に参加していただき、市の管理のお手伝いをして

いただいてきました。このため、平成 18年度から指定

管理者制度が創設されたことに伴い、街区公園等へ指

定管理者制度を導入しました。指定管理者は、利用実

態から考えて公募により選定した団体ではなく、清掃等

報奨金団体として実績のある地元町内会等になっていた

だくことが適当であると考えています。このことにより、今

まで行っていただいた除草や巡回などだけではなく、地

元町内会等が主体となり、市の代行という立場で街区

公園等の管理運営を行うことができるようになります。具

体的には、今まで市が実施してきた樹木の勢定や便所

清掃、利用調整などの業務を新たに指定する指定管理

者に行っていただくことになります。」そして具体的な業

務内容を以下の表2に示している。

表2には「今まで清掃等報奨金交付団体として実施

している活動」と指定管理者として「新たに、追加され

る業務」が示してある。指定管理者としてはこれまでに

清掃、除草、巡回・点検を行った実績をもっ清掃等報

奨金交付団体が想定されている。公園の施設や立地は

各公園で特徴があり、地元団体にも活動する人員や年

齢層などに特徴がある。したがって表中の「新たに追加

表2 街区公園の指定管理者に求め5れる業務内容

業務の性格 内 容 備 考

定期的業務 維持管理 -清掃 今まで清掃等報奨金交付団体

(通常業務) -除草 として実施している活動

-巡回・点検

-中低木の管理 新たに、追加される業務

-便所清掃

-ごみ処分

利用調整 -運動施設の利用指導等

-苦情処理(窓口的対応)

不定期業務 維持管理 -高木の管理

-病害虫の駆除

-災害時等の応急作業

※ l 地元町内会等で、業務の実施が困難な場合は、専門業者'J:I:'.へ委託することもできます。
※2 なお、これらの業務等において、各団体の責めに帰すべき理由により、公園利用者等の第三者に怪費等

損害を与えた場合は、各団体において損害を賠償する責任を関われる可能性があります。
出典:広島市(宜肪)



される業務」について、それぞれ住民団体でさまざま

な反応・対応4が現れており、アンケート調査で明らか

になったことを第E章とN章で説明する。

住民団体が指定管理者制度に申請して指定管理者

になる際、自治体との聞に 100公園の管理に関する

基本協定書」が交わされる。協定書は全部で9章52

条からなっている。協定書をみると住民団体が行うには

かなりの負担を伴う義務が課されていることが分かる。

それらは例えば、毎年の年度協定の締結、消防法や

労働基準法などの遵守、危機管理マニュアルの作成、

避難場所開設時の対応、苦情等の処理、毎年の年度

事業計画書及び収支予算書の提出、月ごとの業務実

施報告書等の提出、年度終了時の事業報告書等の提

出、公園利用者等への賠償、公園の管理に従事する

者の雇用などが含まれる。これらはボランティア団体に

対する業務内容というよりも、専門事業者に相応しい業

務内容であると思われる。

この協定書には広島市と指定管理者の聞の「リス

ク分担一覧表」が添付きれている。リスクとは公園

の維持管理において予測されない事故や損害などで

あり、分担とは自治体と指定管理者(住民団体)の

聞で責任を分け合うことである。リスクが生じる原因と

して以下が挙げられている。法制度の新設・変更に

伴うもの、税制度の新設・変更に伴うもの、想定外

の住民運動・訴訟・要望等、想定外の周辺地域へ

の環境問題、管理業務開始の遅延、施設等の設置

穣痕に伴うもの、維持管理コストの増大・減少、事

故・火災によるもの、物品の更新、大規模修繕、小

規模修繕、利用者とのトラプル、利用者の事故等、

現金・物品の盗難と紛失、営業に伴うトラプル・事

故等、イベントの実施に伴うトラプル・事故等など

である。

さらに各公園について 100公園指定管理者業務

仕様書J(広島市 2005)によって、指定管理者に要

求する管理運営に関わる業務内容および水準等が示さ

れている。管理運営体制として例えば「業務実施に当

た弘法令等により資格を必要とする場合は、有資格
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者を選任すること」、業務内容として例えば「施設・設

備及び機械等の専門的な保守点検を行う業務」、利用

業務内容として例えば「利用者からの電話等による利

用申込を受け付け、利用調整を行う業務」、業務基準

として、「公園施設の維持管理作業にあたっては、(財)

広島市動植物園・公園協会制定の「公園緑地等維

持管理標準仕様書」に基づき実施すること」、管理運

営に係わる遵守事項として、都市公間関連の5つの規

定や広島市個人情報保護条例・広島市行政手続き条

例等を含む多くの法や条例が挙げられている。

最後に「街区公園等指定管理者選定要領」には、

指定管理者として申請できる対象の公園は広島市内

の街区公園であること、指定期間は4年間であるこ

と、指定管理者が行う業務の項目、業務の適切な実

施に関する事項(一括再委託の禁止や関係法令遵守

等)、市と指定管理者の業務分担及び危険負担、指

定管理料、申請資格等、申請の期限及ぴ提出先、申

請の際の提出書類、指定管理者候補者の選定方法等、

指定の取り消し等、指定管理を申請する際に必要な

情報が示されている。

街区公園で指定管理者が行う業務の概要は以上に

述べた通りである。広島市では指定管理者制度が平

成18年度に開始され、 21の住民団体が25の街区公

園の指定管理者になった。この第1期の4年間の指

定管理者のうち 3団体を除く 18団体が継続し、平

成22年度から新たに 18団体が増えて、合計36団

体による指定管理者が第2期4年間の街区公園の管

理運営を行っている。二つの公園を管理している団

体があるので、現在42の街区公園が広島市の指定

管理者制度の下にある。広島市8区における分布は

以下の通りである。
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広島市には合計980の街区公園が存在する。平成

18年に指定管理者制度が開始して現在の指定管理者

の下にある街区公園は42である。指定管理者制度に申

請する割合がこのように低率に止まっているのは何故だろ

うか。その理由を探り、コミュニティ形成に貢献するべく

街区公園の指定管理者制度の改善を提案することが

本稿の目的である。

街区公園の指定管理者36団体に対してアンケート調

査 Aを行う。指定管理者に対して行う調査の目的は、

公園の管理運営の経験を通して、その成呆、困難とそ

の克服、制度改善のための意見などを問うことである。

アンケート調査Aの質問内容と回答は第E章に紹介する。

さらに指定管理者ではないが街区公園清掃等報奨金

交付団体として、公園管理に協力している55団体には

アンケート調査Bを行う。この 55団体は地元の指定管

理者制度(平成22年度から4年間の本制度第2期)

の説明会に参加したが、結果的には制度に申請しなか

った団体である。報奨金交付団体のこのグループに対し

て行う調査の目的は、指定管理者制度に関心はあった

がなぜ申請しなかったのか、申請可能な制度にはどのよ

うな条件が必要なのかを問うことである。アンケート調査

Bの質問内容と回答は第N章に紹介する。

m.指定管理者の調査結果とその考察

アンケート調査Aの送付先は平成22年度における街

区公園のすべての指定管理者36団体である。そのう

ちアンケートの回答数は21団体であったロ回収率は57

%であり、高い回収率ではないが、指定管理者の半数

以上の回答が得られたので、傾向を知るには支障はな

いものと判断した。アンケートの質問とそれに対する回

答を紹介し、回答に関する筆者の考察を以下に述べる。

1.指定管理者申請の目的

指定管理者に申請した目的を質問しその目的が実現

したかどうかを質問した。複数回答がされている。目的

として「自分たちの公園づくり」を選択したのは10団体

「町内ボランティア活動の拡大」を選択したのは10団休

「管理料金で町内会財政の支援」を選択したのは9団

体であり、それぞれ回答数の約半数である。

「その他」の回答として5団体が老人クラプの活動と

その資金が目的に含まれている旨の回答をしている。例

えば「老人会の活動を行う為には、資金が必要であり

町内会の了解を得て実施。老人会の活性化と地域へ

の貢献、老人相互のコミュニケーションを考えて」という

回答地苛t表的である。他には「集会所の借入金の支援」

という回答もあった。

7団体が「自分たちの公園づくり」と「町内ボランテ

イア活動の拡大」の両方を選択しており、両者は分か

ちがたい関係にある。地域住民のニーズに合った公園

づくりが求められており、それには地域住民が主体にな

らなければならないロそれを明確に意識している回答が

半数以上である。

回答した団体の8団体が町内会であり、他は老人ク

ラプあるいは任意団体であった。公園の管理費は町内

会や老人クラプなどの団体の財政支援にも使用されてい

る。管理料金は公園管理に使用されるが、公園管理

ボランティアへの謝礼を団体で使用する同意があれば、

団体の財政に利用しても問題は無いだろう。団体の財

政支援は目的として掲げられなくても、指定管理者にな

る大きなインセンテイプである。指定管理者になる目的と

しては、自分たちの公園づくりと金銭面のメリットが大き

いと考えられる。

これらの目的が「実現した」のは4団体、「ある程度

実現した」のは 12団体、「まだ実現していない」のは

4団体:， I判断できる時期ではない」のがl団体である。

「まだ実現していないJと回答した4団体は、平成 22

年度から指定管理者になった団体であり、開始してか

ら半年し由唯過していない。回答した残りの16団体は「実

現した」か「ある程度実現した」ので良好な結果であ

ると言えるだろう。

2.公園管理の園躍とその克服

公園管理項目について経験した困難とその克服につ

いて質問した。公園内清掃とトイレ清掃は公園をスポー

ツで使用する老人クラプなどが行うケースが多い。除草・

草刈は団体会員や町内全員参加による月 1回の作業が

一般的である。指定管理者になる以前の報奨金交付

団体の頃から実績があり大きな問題はない。行事計画

で清掃日を決めておくケースなど地域の実情に応じた管

理体制で行われているロ

問題は高木と低木の管理である。高木の管理は「危

険をおかして実施した。更に大きくなったので今期はで

きないJI今年は桜の木に毛虫が発生したが、高木の

ため、防除が出来なかったJI次回は業者委託の予定」

「シルバーセンターに委託JI市に要望」等である。そ

れぞれの団体で対応が異なっている。公園により高木

の状況は異なるが、高木の管理は困難という現状を



うかがうことができる。低木の勢定は行っているが「病

虫害防除は実施していない」ケースが多い。低木管理

ができないので業者に委託して困難を経験したケースも

ある。遊具等の点検は週に数回行うケースが多い。そ

れぞれの団体に応じた点検実施体制によって、目視や

手で触れて点検しており点検作業に問題を指摘する回

答はない。

以上のように殆どの管理項目で問題は報告されていな

い。しかし高木の管理は安全上の問題があり、多くの

場合管理は困難な状態である。低木の管理についても

病虫害防除は実施していない。指定管理者として管理

を引き受けたが、経験して無理であることが分かったの

である。高木と低木の管理については、指定管理者制

度における位置づけを見直して、実情に合うよう制度を

改善する必要があるだろう。

3.利用の指導と闇整

人を相手にする公園利用の指導・調整・苦情処理

なども大事な業務である。公園利用の指導では、必要

があれば公園利用者に注意をする程度で大きな問題を

指摘する回答はない。ほとんどの公園で利用者間の調

整の問題はないが、ポール遊びゃ幼児や子どもの安全

などについて指導が必要なケースがある。ポール遊ぴに

関する苦情が少数あり、また特定の人の無理な苦情に

直面することがある。しかしほとんどの公園で処理困難

な苦情の問題はない。

利用指導や調整が難しくなれば公園利用のルール作

成が必要になる。ルール作成の質問に対して ["Jレール

作成の必要はない」との回答は 10団体、「ルール作成

の必要はあるがまだ作成していない」のは3団体、「ル

ールを作成した」のは4団体であった。公園利用調整

のルールが必要か否かは、各々の公園がおかれた状況

に依るので一概に言えない。必要な状況が生じなけれ

ばルールを作っても意味がない。

公園利用ルールが必要になった経緯を尋ねると、たと

えばゲートポールやグランドゴルフのように一定の時間に

一定の空間を占用する場合、複数のチームによりその占

用が必要な場合、母子や幼児の利用など危険から保護

される必要がある場合、程度の差はあるが各種球技の

ように多少の危険を伴う場合などである。行政による 10
0禁止」の掲示よりも当事者同士の話し合いの方が効

呆的である。管理を任された住民による直接的な注意の

喚起や声かけや調整は必ずしも容易ではないが効果的

である。これらは地域住民の人間関係を一時的に緊張
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させるかもしれないが、現代の希薄化した地域の人間関

係を回復するためには有効なプロセスではないだろうか。

ルールの内容を尋ねたところ、ゆずりあい、慣例、口

約束などによって自然に調整が行われているケ}スが多

い。中には「調整会議」を開催するケースが報告され

ており注目に値する。このような秩序ある調整の方法は、

当事者同士のみの話し合いとは異なり、調整がパブリッ

ク(公)になることによって、調整内容が広く周知され、

関係者が広く社会的責任を感じることに繋がり、地域

コミュニテイの形成にも貢献するだろう。

必要な状況が生じて初めて、それぞれの状況に応

じたルールづくりが、関係者の聞で真剣に行われる。

これは指定管理者制度で「自分たちの公園作り」を行

うための重要なプロセスである。他者を排除するので

はなく、あくまで忍耐つよい話し合いによるルールづくり

が解決の方法である。「お任せ民主主義」ではなく「住

民自治」が問われ、住民自治が育つプロセスである。

このようなプロセスを経て初めて、本当の意味の住民コ

ミュニテイが醸成されるのである。人間関係が希薄な地

域社会で住民コミュニティを実現するには年月が必要で

ある。しかし少子高齢化が進む社会において、助け

合いの「共助」を可能にする住民コミュニティの形成

は必要不可欠である。そして住民が利用する公園を

住民自身が共に管理することが、地域コミュニティの形

成に大きく貢献すると考える。

4.苦情処理

公園は住民の交流の場であると同時に迷惑施設にも

なる。公園利用に係わる苦情の種類、苦情への対応、

そして対応の難しい苦情などについて質問した。犬の

糞の放置、砂場の犬猫の糞尿、騒音、ポール遊ぴに

よる窓や車の破損などが最も頻繁な苦情の原因である。

これらは住民団体である程度の対応は可能であるが、

糞の放置を防ぐために、法的な犬の散歩禁止を訴える

声もある。禁止よりもまず利用者のモラル向上の措置が

必要であろうロ

苦情への対応を見ると、さまざまな苦情に対して管理

者ができることは行い、できないレベルになると行政(区

役所)に持ち込んでいる。指定管理者を含めて公園の

近くの住民は、その住民の「多くの目」によって5、公

園の異変や出来事を監視できる。しかし行政は公園か

ら遠く離れており日常的な監視はできない。

公園は誰にでも開放されていることを考えると、何で

も起こりえる空間である。それを考えると指定管理者が
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すべての苦情を処理することは不可能である。団体主近

隣柱民はその監視によって、「小さな苦情には対処する古王

手に余る問題は行政へ相談すること」が苦情処理の業

務である旨を、仕様書で明示してよいのではないか。そ

うしないと指定管理者制度は過大な業務を住民に求める

ので、殆どの団体は尻込みをする現在の情況が続くだ

ろう。指定管理者が対処できることには限界がある。団

体が最大限の努力で苦情処理をしても、それ以上の困

難なことは警察も含めた行政への窓口役にならざるを得

ない。臨機応変な行政との協働が必要である。このこと

は公園指定管理者業務仕様書に明確にすべきであろう。

5.住民の公園

住民団体が公園を管理すると町内外の人たちの意識

が変化する。町内団体が管理者であることを町内住民

は認識しているか、との質問に対して、「はい」の回答

は11団体、「いいえ」はゼロ、「どちらとも言えない」は

10団体である。町内住民が管理団体を認識している

町が半数もあることは注目すべきである。「自分たちの公

園」という意識が芽生えるための必要条件である。指

定管理者の業務を正確に知っているかどうかは不明だ地主

町内の団体が公園の管理者であるという住民の認識は、

住民が公園の維持管理に自主的に参加し公園をきれい

に使用するための基礎である。役所が維持管理をして

いる場合と、自分の町内の人々が維持管理をしている

場合では、公閏利用者の意識に大きな違いがある。

自分たちの公園という意識があるかどうか質問した。「は

い」の回答は 15団体、「いいえ」は1団体、「どちらと

も言えないjは5団体である。公園を自分たちのものと

意識している町が70%に及んでいることは注目すべきで

ある。指定管理者になる目的の第一は、最初の質問で

明らかになったように自分たちの公園づくりである。町内

の住民が、「自分たちの公園」という意識を持つことは、

公園を自分たちが自主的に管理するための必要条件で

ある。但しこれが十分な条件でないことは次の質問の

回答から分かるが、公岡管理の実績を直接的にあるい

は間接的に積み重ねることで、公園に対する住民の愛

着は増してゆくと思われる。

町内の住民が公園をきれいに使う意識が強くなった

かと質問をした。「はい」の回答は7団体、「いいえ」

は2団体、「ともらとも言えない」は 12団体である。団

体の役員はともかく住民一般の意識と行動に反映される

までには時聞がかかるだろう。「どちらとも言えない」が

最多ではあるものの、「はい」が「いいえ」を大幅に上

回っていることは、「自分たちの公園」づくりの成呆であ

る。生活(公園利用もその一つ)に係る意識は地域文

化であるから、急激には菱化しないものであり、徐々に

しか生まれないものである。また徐々に変化する文化は

持続的であり大きな力になる。

町内の団体が管理運営をすると町外の人びとの意識

も変わり得る。町外の住民は指定管理者を知っている

かとの聞いに対して、「はい」の回答』は6団体「いいえ」

は8団体、「どちらとも言えない」は7団体である。町

外の住民のうちスポーツで公園を定期的に利用する人

ぴとは、公園の管理団体を見聞し認識する機会がある

だろう。公園を利用する町外の住民に意識的な変化が

生じたかとの質問に対して、「はい」の回答は l団休「い

いえ」は5団体、「どちらとも言えない」は 14団体であ

る。「どちらとも言えない」のが14団体もあることは意識

の変化が皆無ではないことを示している。その意識の

変化の回答は「公園を利用させてもらっている」、「トイ

レの清掃がきれいだ」という感謝の気持ちである。

6.指定管理者制度の改善

指定管理者制度を利用しやすくするための意見を求

めた。指定管理の業務項目を選択可能にする提案に

対して「はu、」という回答が10団体あり、高木と低木

の管理を指定管理の業務から除くべきとの意見が圧倒

的である。「いいえ」のケースには、高木・低木管理

をしていないか、あるいは外注している団体が含まれて

いるロ公園によって事情は異なるので、低木の種類によ

っては団体で管理が可能な場合もある。全体的には「高

木の伐採は素人には危険で外注は経費的に高すぎる」、

高木・低木ともに「病害虫予防の薬品使用は専門的

知識が必要」という意見が一般的である。

公園管理には事故や苦情などのリスクが伴う。管理

リスクに対してボランティアの住民が行政のパックア

ップを望むか、という質問に対して、「はい」の回答は

7団体、「いいえ」の回答は 12団体である。区役所の

パックアップが必要なケースが経験上少なかったの

であろうロしかし第町章に紹介する報償金交付団体に

対する調査では、この割合が大きく逆転する。

区役所による住民団体へのアドバイスを希望するかと

の質問に対して、「はい」の回答は7団体、「いいえ」

の回答は11団体である。具体的には「公園指定管理

者との意見交換会の開催等」の希望が多い。多くの

住民団体は指定管理者制度による他の公園の管理の

事例や実情を知らない。町内会役員やグランドゴルフ



メンバー等の交流で、他の指定管理者の情報が断片

的に入ることはあるだろう。また、指定管理者制度の下

では過大な業務が求められていると考えて、あるいはそ

の他の理由で、指定管理者になることを臆躍している

報奨金交付団体が多い。平成 18年度からの指定管

理者制度第 l期の経験を隣の町内会役員から聞いて、

平成22年度からの第2期で自分の町内会で指定管理

者を始めた団体も存在する。指定管理者制度に関する

役所の文書を見たり説明を聞いたりすることと、指定管

理者制度の経験者の話を聞くことは大きな違いである。

このようなことから指定管理者の経験・工夫・智慧など

を学び合うための「意見交換会」や「交流会」が望ま

れる。区役所レベルでは指定管理者の件数がまだ少な

い。因みに中区では一団体しか存在しない。従って広

島市役所の本庁レベルにおいて、街区公園の指定管

理者を務める団体聞の交流の仕組みを作ることが強く

望まれる。

N.報奨金交付団体の調査結果とその考察

アンケート調査Bの送付先は街区公園清掃等報奨金

交付団体である。街区公園の指定管理者制度に関心

を持ちながらも、指定管理者にならなかった団体であり、

その理由を明らかにする調査である。指定管理者制度

の説明会に参加したが指定管理者にならなかった、街

区公園清掃等報奨金交付の55団体である。 55団体

のうちアンケートに回答したのはお団体であった。回収

率は64%であり高い回収率ではないが、送付した団体

の半数以上の回答が得られたので、傾向を知るには支

障はないものと判断した。アンケートの質問とそれに対

する回答を紹介し、回答に関する筆者の考察を以下に

述べる。

1.指定管理者としてのマンパワー

自治体に代わって町内会等が公岡管理をすることを

どう思うか質問した。 l団体が「必要ないj、31団体が

「良いことである」、 2団体がどちらともいえない旨の回答、

l団体が無回答であったo 指定管理者制度に申請しな

かったにもかかわらず、回答者は総論としてはその制度

の趣旨に肯定的である。従って申請しなかった理由は、

各論としての指定管理者制度の具体的な業務内容か、

あるいは自分たちの団体のマンパワーの不足だろうか。

指定管理者として公園管理をするには団体が必要な

ので、町内会等の適切な団体は存在するかどうか質問
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した。「存在しない」との回答は9団体であり、「存在

する」との回答は26団体である。他の質問の回答の

結呆から、団体は存在していても現在および将来(高

齢化)のマンパワーに不安があるのが実情である。

団体の種類を質問したところ、町内会は 19団体、

老人会は 16団体、その他は7団体でありその種類は

園芸クラブ、町内の防犯と美化を目的としたボランティア

グループ、清掃美化部会、自治会、任意団体、グラン

ドゴルフ部、ゲートボール部などである。それらの活動

者の人数を質問すると、活動者数が2-4人はl団体、

5-10人は2団体、 11-2四人は8団体、 21-30人

は3団体 31-50人は5団体 51-1∞人は4団体

101人以上は2団体である。

団体の活動者数に対する公園管理の業務量の多少

を質問したら、「過大である」と答えたのは9団体、「実

行可能である」と答えたのは22団体である。「過大で

ある」と考える団体からは「内容がまだ完全に把握され

ていないために過大に恩われる」との感想が寄せられ

たが、同様の団体は多いと考えられる。指定管理者を

務めた経験がないことから生じる言わば「未知に対する

不安J6である。このような不安を取り除くには、指定管

理経験者と交流することが有効であろう。実行可能で

あると考える団体が22と多いにもかかわらず、後の質

問では管理リスクのために26団体が指定管理者になる

ことを跨賭すると答えている。

2.管理リスクの不安

広島市と指定管理者との聞には 100公園の管理に

関する基本協定書」が取り交わされ、その協定書には

予測できない数多くのリスクが挙げられている。そのリス

クに対する不安があり公園管理者になることを謄踏する

かと質問したところ、リスクが理由で「臆踏する」のは

26団体、「臆躍しない」のは7団体である。ほとんどの

団体がリスクのために跨踏していることが分かる。リスク

が理由で跨賭するのは、やはり「未知に対する不安」

であり、それは自然なことであろう。その不安を取り除く

こと地主この制度を普及させる不可欠の条件になるだろう。

多くのリスクのうち住民団体にとって深刻なリスクを質

問したところ、「人身事故」が最も多く23団体、「自然

災害」は4団体、「指定管理者と行政のリスク分担」

は13団体、「その他」は7団体である。その他のリス

クとしては団体の高齢化による能力低下などである。人

身事故に対する不安が突出して大きいのは、遊具の不

具合などによる事故の可能性である。公園の近くに
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住む指定管理者が安全のために遊具点検をするメリット

は大きい。そのメリットを生かすことを住民に期待できる靖夫

万が一の事故の責任を専門家(専門業者)ではない

住民の管理者に求めることは過大ではないだろうか。従

って指定管理者制度の運用(仕様書)を再検討する

必要があると思われる。また仮に遊具の不具合でなくて

も、公聞で遊んでいて事故が起きる可能性は皆無では

ないロ公園管理者の責任が過大に求められると、指定

管理者になる住民団体はなくなる。専門業者に施設管

理のリスク負担を求めることは可能だが、ボランティアの

一般住民にそのようなリスク負担を求めることには無理

由まある。

高齢化により団体の活動が将来低迷する不安が表明

された。それにより指定管理者になることを跨踏するか

どうか聞いたところ、「跨膳する」のはお団体、「跨賭

しない」のは7団体である。先のリスクに欝踏する回答

者と比較して2団体が異なるのみで、跨踏しているのは

ほぼ同じ団体である。町内会や老人会の入会率が低

下しており、特に老人会の場合はメンバーの高齢化に

伴う公園管理の活動者の減少が大きな懸念材料である。

このような事情によって、公園管理者になることを「蹄

賭する」団体数が多くなっている。他方、高齢化社会

の進行に伴い、地域コミュニティの助け合いを促進する

ために、町内会や老人会の活性化が強く望まれている。

地域団体のエンパワーメントは公園管理にとどまらず、

特に地域福祉の面から喫緊の課題である。

3.予想される困離

住民団体が街区公園の指定管理者になると、それま

での愛護会のような清掃活動よりも多くの管理運営の業

務をしなければならない。公園の大きさ・施設の種類・

立地などにより業務量は異なるが、指定管理者になった

ら各公園でどのような困難が予想されるか質問した。困

難が予想される業務とその内容は以下の通りである。

公閏内清掃:現在報奨金交付団体として清掃を行っ

ているが、指定管理者になるとゴミ処理や清掃回数

の増加が求められるにも係らず、今後ボランテイア

の高齢化と減少が予想されることを懸念している。

上4と童量.現在は市の委託業者が行っているが、

指定管理者になると清掃回数を増やす入手が必要で

あり、結局活動者である団体役員の負担になる。

除草・草刈:現在住民団体で行っているが、ボラン

ティア活動者の高齢化と減少が危倶される。指定管

理者になると除草の回数を増やす必要があるのでは

ないかと懸念している。

高木管理:高所の作業は特に高齢者の場合危険であ

る旨の回答が異口同音に寄せられた。

低木管理:高所の危険性と薬剤の知識が必要である

ために困難であるとの意見が多い。他に機械が必要

である、伐採のゴミ処理に困るなどの回答がある。

遊具等点検:点検の知識が必要であり人身事故の責

任を負うことは困難との意見が多い。

公園利用の指導:現在、利用について指導(注意)

する人がいない、しかし指定管理者になれば指導は避

けられない、従って利用のルールづくりが必要との回答

がある。

利用者間の調整.調整の必要・不必要は公園の立地

による。調整の必要がある場合、指定管理者になれば、

誰が調整するのか、ルール作成の必要、利用者が広域

(他の町)にわたる公閏利用の調整、などの課題が予

想されている。

苦情の処理:15の団体が以下のように回答した。指定

管理者になるとこの業務が最も重い。誰が苦情を処理

するのか。(迷惑行為の)犯人探しはできない。公園の

近所への迷惑や家屋損傷の処理、対応しきれない問題

が起きる可能性、ゴミ・利用者指導・遊具の不備など、

人身事故に対応できる者がいないし弁護士に依頼する

費用、夜には若者のたまり場と散らかし、膨大な落葉の

処理、犬の糞、等々の困難が予想されている。対応す

るには事務局が必要になる。そこまで住民が負担しなけ

ればならないのかとの疑問もある。

4.指定管理者になる条件

調査の対象者は現在指定管理者ではないので、ど

のような条件が満たされたら指定管理者の申請が可能

か質問した。第1に実施困難な管理項目の免除を求め

る回答が15団体であり、免除されても指定管理者にな

りたくない団体が14団体であった。免除を望む項目とし

て高木管理と苦情処理が5団体、遊具点検が4団体

であり、これらの業務が敬遠されていることが分かる。

高木管理は指定管理者を対象にした第E章の調査結

果によっても、その問題が指摘された。第2に指定管

理者のノウハウを学んだ後で申請するかどうかを判断し

たいと考えるのは3団体に過ぎず、指定管理者になる

か否かの判断は管理のノウハウのみの単純な問題では

ない事を示している。

第3に指定管理者の業務は未知のことで不安が大



きく、管理リスクに対する区役所のパックアップが必要、

と回答したのは約半数の 18団体である。これまでの質

問でリスクに対する不安の大きいことが明らかになってい

る。住民はボランティアであり専門家ではないのだから、

指定管理者制度の契約に際して、行政のパックアップ

体制を明確にすることが必要であろう。住民団体が抱く

リスクへの不安を解消するために、必要が生じれば自治

体が支援することを明確にすることが大切であるロすで

に指定管理者を務めている団体は経験から、自治体の

パックアップが必要という回答は少数である。従って自治

体の支援体制は住民の「未知に対する不安」を解消

する役割も兼ねている。

第4に指定管理者になるための条件を自由回答で質

問した。役所の管理の代行ではなく、「自分たちの公

園づくり」という位置づけが明確であれば、指定管理

者になる動機はより高くなるとの意見が寄せられた。こ

れは住民参加に係わるオーナーシップの問題であり、コ

ミュニティ醸成にも貢献する街区公園管理の重要な条

件である。さらに指定管理者と行政とのコミュニケーショ

ンを希望する意見、住民でありながらも公共施設管理

者としての資格7を示す手段が必要とする意見もある。

つまり活動者を支援する行政の姿勢や体制が求められ

ている。そのような体制があれば、アンケート調査で住

民から指摘されているような、行政が街区公闘の管理

を「住民団体へ丸投げ」しているとの声はなくなるであ

ろう。広島市の外郭団体や会社が職業として指定管理

者を務める場合と異なり、住民団体がボランティアとして

指定管理者になる場合は、これらの点において自治体

のパックアップが求められる。

5.指定管理者制度の改善

指定管理者制度を利用しやすくための意見や提案を

質問した。第 1に高木の管理は危険であり指定管理の

業務から除くべきとの意見が半数の18団体にある。第

2に実施可能な管理項目を選択したいと回答したのは

16団体である。その際、避けたい項目は高所作業と苦

情処理である。苦情処理は地域住民による問題解決能

力を発揮して、地域コミュニティを形成するために効呆

的だろう。しかし地域の人間関係が希薄になった今日

では、苦情処理や利用調整の必要が生じると、その解

決の苦労は大きい。その苦労を団体の担当者のみに依

存すると無理が生じる。団体の中で協議体制を整えて、

その業務を地域で社会化(集団で対処)する必要が

あるし、団体の能力や限界を超えたら行政との協働も
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必要であろう。

第3に管理リスクに対する区役所のパックアップが必

要である。団体のみで管理をすることに不安を感じ跨踏

している。指定管理者団体に対するアンケート調査A

でも同じ質問をした。その回答では「はい」の回答が

7団体、「いいえ」の回答が 12団体、報奨金交付団

体では「はい」の回答が18団体、「いいえ」の回答

が4団体となったo パックアップを望む割合が、指定管

理者の経験グループと未経験グループの閣で大きく逆

転した。未経験グループは圧倒的多数がパックアップを

望むのに対して、経験グループでは望まない方が多数

である。

第4に区役所による住民団体へのアドバイスを希望す

るかとの質問に対して、「はい」の回答は 13団体、「い

いえ」の回答は8団体である。区役所によるパックアッ

プの質問と同様に未知の指定管理者制度に対する不

安が表れている。皮肉な結果ではあるが、指定管理者

から寄せられた「公園指定管理者との意見交換会の

開催等」というような、管理運営の積極性から提起され

る意見はみられなかった"

最後に指定管理者の制度を利用しやすくするための

提案を求めた。指定管理者に申請しなかった住民団体

なので、すでに指定管理者になっている団体よりも、多

様な意見が20団体から寄せられた。その中から注目す

べき意見を以下に列挙する。

-公閏清掃に対する報奨金制度もある。それを一歩

進めたものとしての指定管理者制度なのだろうが、

指定管理者制度の仕組みを同様に適用するのは無

理ではないか。町内会や老人会は「業」として行

い難い組織と構成だから。

-地域に聞かれた公園を目指すことと、指定管理者

制度の導入を同一レベルのものとすべきでない。

賠償責任を地元に負わせる環癒責任の項目は受け

入れられない。

-ボランテイアなのかシルバー人材センターの役割

のようなものかロ身の廻りの公園を使い勝手の良

いものにし、憩いの場にし、身近なものにしたい。

そのためのボランティアであり、グループ運営の

資金稼ぎでもある。その機会を与えてくれる事に

は異論はありません。

・これだけの業務をこなそうとするには人材が必要

だが、それだけ負担を負ってくれる人がなかなか

見つからない。自分たちの考えで公園を使えると
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いうメリットはあるが、公園をきれいにするとい

う点では清掃等報奨金交付団体の業務でやってい

ける。負担を考えると全体としてメリットがある

とは言えない。市が安上がりだからという観点で

やっているのなら考えものである。町も実際には

管理をし、気付きを市にあげている。対応の問題

はあるが。行政の立場があるのも分かるが建前が

多すぎるロ

-指定管理者と行政のリスク分担に不安がある。

-指定管理者の業務内容を分割(出来る項目と不可

な項目)する。指定管理者の業務(仕事の丁寧き

が極端に違う)を監督する工程曲敬けている。

-団体ごとに出来る事は異なると思うので画一的に

仕様書(業務内容)を出してしまうと普及しない

と思う。

指定管理者の業務内容を住民団体に合った適切な

内容にすべきという提案が多い。他方、町内会や老

人クラブなどの地域団体が指定管理者になることに

対する疑問の表明も伺える。それぞれの意見・提案

は住民としてもっともな内容である。行政担当者が、

市民の意識を理解する上で参考になる意見であると

思われる。

V 住民のための街区公園指定管理者制度へ向けて

1.現行制度の問題点

調査で明らかになった問題は、住民団体曲精区公園

の指定管理を実施するに際して難しい点が多いことで

ある。具体例は第1に高木の管理と低木の管理である。

特に住民による高木の勢定は高所作業のために危険を

伴う。また低木でも高所作業になる場合がある。樹木

の成長に伴い管理可能な段階から不可能な段階に変

化することもある。また病虫害防除は薬品の知識が必

要なので、高木・低木ともに難しく危険も伴う。

第2に遊具の点検とそれに伴う責任の負担に跨謄す

る住民団体が多い。すでに指定管理者になっている団

体は遊具点検を行っており問題を指摘する声はないが、

指定管理者ではない団体は万が一の事故が起きた場合、

その責任を負わねばならないことに疑問を持っている。

事故の可能性は低いが人身事故のリスクに対して不安

があり、公共施設の濃庇責任を住民が負うことに疑問

を抱いている団体もある。

第3に苦情処理と利用者調整に対する抵抗感である。

すでに指定管理者になっている団体は、例えばポール

遊びに伴う苦情を処理しながらも、大きな問題はなさそ

うである。しかし指定管理者ではない団体は、荷が重

過ぎると感じて、この制度を拒否する一因になってい

る。特に人間関係が希薄になった現在では、人を相

手にする苦情処理や利用者調整は精神的な重荷であ

ろう。

第4に「未知への不安」がある。第2と第3に挙げ

た点は、すでに指定管理者である団体には問題とされ

ていないが、指定管理者を経験していない団体には、

大きな困難あるいは問題として認識されている。この両

者の違いの原因として未知への不安が横たわっている

と思われる。すなわち現代社会においては、住民団体

が公共施設をほぼ全面的に管理するという経験はほと

んどない。近年「道の里親制度」に代表されるアドプト

制度が普及しつつあるが、それは清掃や美化などの限

られた管理責任を負うものである。しかし広島市の街区

公園の指定管理者制度では、ほほ全面的に住民団体

が管理責任を負うのである。それは住民にとって未経

験の分野であり、予測不可能なリスクへの不安を伴うも

のである。

第5に公共施設9を住民団体が維持管理すること

に対する住民の戸惑いがある10。現代社会において

公共施設は一般に行政が管理するものであり、住民

には「官から民へ」の意識は定着していない。そこ

で「未知への不安」が生まれるし、場合(困難な管理

項目)によっては行政が公共施設の管理責任を放棄す

るのではないか、という不信も生まれる。そのよう

な不信の意識が先立つと、街区公園の指定管理者に

なることは受け入れられなくなる。また公共施設の

管理責任の放棄ではないかという不信は、行政経費

の節減という指定管理者制度導入の公式な目標と容

易に結びついてしまうのである。

2.住民団体による指定管理の考え方

街区公閏の指定管理者の問題点を検討すると、結

局公園という公共施設を住民団体が維持管理すること

の正当性を検討する必要があると考えられる。なぜ住

民団体が街区公園の指定管理者になるよう求められて

いるのだろうか。そもそも公共施設の指定管理者制度

は「多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に

対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し

つつ、住民サービスの向上を図るとともに、軽費の節減

を図ること」が目的である。住民団体による街区公園の



管理はこの目的といかに合致するのだろうか。

広島市では多くの公共施設ととともに、地域住民

になじみの深い街区公園や公民館も指定管理者制度

によって管理されている。先に第E章で述べたよう

に広島市の大規撲公園は専門的な事業者が指定管理

者として管理運営している。しかし街区公園の指定

管理者は専門的な事業者ではない。公共施設の管理

は素人にすぎない住民団体が、なぜ地元の街区公園

の管理を期待されているのだろうか。住民団体は専

門事業者としての「民間の能力」は持っていないが、

別の意味の「民間の能力」を備えている。

広島市で指定管理者制度が始められる以前から、

住民団体は街区公園の清掃活動を担ってきた。それを

促進するのが町内会などの団体が参加する、街区公

園清掃等報奨金交付の制度である。第N章で紹介し

たアンケート調査の対象者である。街区公園の周辺に

住み公聞を利用する住民が、報奨金をもらいながら公

園の清掃や草取りを担ってきた 110 街区公園の利用者

はかつて児童中心であったが、現在では高齢者にまで

拡大しており、地元のニーズに合う公園づくりが求めら

れている。その公園づくりの主体は公園を利用する地

元の人びとである。公園の利用や清掃活動の延長上に、

公園づくりをする地元住民が想定されている。このよう

な意味で、住民は専門事業者とは異なる「民間の能力」

を備えていると言えるだろう。

このような観点から街区公園の地元の住民は、指定

管理者として正当な「民間の能力jを有していると言え

るだろうロ但しそれはポテンシャル(可能性)であり、

すべての街区公園の地元住民がその可能性を顕現し

ているわけではない。おしなべて言えばこれまでに指定

管理者を引き受けた地域団体はその可能性を顕現して

いるのであろう。しかし多くの住民団体は先に述べたよ

うに、指定管理者に求められている管理業務が過大で

あると感じていることや、未知への不安やリスク負担の

問題のために、指定管理者としての役割を引き受ける

ことをためらっているロ

住民団体が指定管理者を引き受けることは、住民が

自らの地域づくりの主体者になる一つのステップになると

考えられる。地域の公園づくりを住民団体が引き受ける

ことは、地域コミュニティ発展の観点から大切な意味を

持っと考えられる。しかし街区公園のための現在の指

定管理者制度にはいくつかの難点があるので、住民団

体の持つ可能性を生かせるよう、制度を改善することが

必要である。制度改善に必要な基本的な考え方を以下
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に述べる。

先ず「官から民へ」という指定管理者制度の基本は

維持しつつ、専門事業者を想定しているような現在の

指定管理者制度を画一的に適用するのではなく、住民

団体に相応しい内容にしてこの制度に多様性を設ける

ことが必要である。指定管理者は住民団体であるから、

「官から民へ」の形ではあるが、それは経済効率を優

先する役割の変化ではなく、住民による公園づくり、地

域コミュニテイの醸成、地域づくりという地域福祉が最

大の目的である。このような目的は指定管理者制度に誼

われていないが、より上位の行政目標と合致するはずで

ある。このような目的追求の結呆として「多様化する住

民ニ』ズに、より効果的、効率的に対応する」ことが

可能になると考えられる。すなわち「経費の節減」も可

能になり、指定管理者制度の諸々の目的が達成される。

以上の考え方に基づいて、指定管理者制度を街区

公園に相応しく運用するためには以下の対応が求めら

れる。広島市の外郭団体や会社組織のような事業者と

は異なる、ボランティアに相応しい指定管理者制度の仕

様書を用意すべきである。アンケート調査の結果で明ら

かになった問題点に鑑みて、住民団体にとって困難であ

り画一的な公園の管理項目を見直すべきである12。すな

わち高木管理、低木管理、遊具の環庇による責任、苦

情処理、団体と行政のリスク分担、行政による団体の

パックアップなどである。これらについて以下に具体的に

述べる。

3.政策課題

住民が暮らしやすい地域コミュニティを創造する

ために、住民主体の街区公園づくりが求められる。

指定管理者制度の下で住民団体が街区公園の指定管

理者になることは、地域の数少ない公共空間である

公園の利用と管理を通して、地域コミュニティの形

成に貢献する可能性が期待できる。そのような可能

性を目指して、街区公園の指定管理者制度を促進す

るべく以下の施策を提言したい。街区公聞の指定管

理に求められている内容は、専門事業者が都市公園

の指定管理者になる場合と同じ発想に基づいている

ように思われる。ボランティアの住民団体が指定管

理者になる場合には、それに相応しい市民の回線に

立つ配慮が必要であると考えた上での提言である。

(1)公園管理の経験の交流

指定管理者の住民団体相互の情報交流、および
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街区公園の管理に関心がある住民団体への情報提供

を目的として、住民による公園管理の経験を分かち合う

場を行政が提供することを提案したい。アンケート調査

によって、指定管理者の団体においても、清掃等報奨

金交付の団体においても、公園管理の経験を学び合う

交流を希望する回答が多く寄せられた。街区公園の管

理担当者が経験を披露するプレゼンテーション、パネル

展示やブースの設置でもよいし、まちづくりコンテストの

一環でもよいだろう。また公園の管理運営に関するホー

ムベージを開設して、そこに管理運営の工夫や知恵な

どの情報提供をする形でも良いであろう。

(2)街区公園管理コーデイネ』タ』

区役所に街区公園管理コーディネーターの担当を設

けることを提案したい 13。街区公聞の管理には諸々のリ

スクが想定されるため、多くの住民団体は指定管理者

になることを臆跨している。住民にとって公共施設の管

理は未経験なので、行政のパックアップがなければ住

民は不安を抱えざるを得ない。その不安を解消すること

が目的である。また区役所との定期的な話し合いが住

民団体により希望されている。これらはアンケート調査で

明らかになっている。例えば横浜市では各区に公園愛

護会等コーディネーター(嘱託員)を設置して住民から

なる公園愛護会を支援している。

(3)リスク分担

街区公園の指定管理者制度に関する行政と住民団

体の聞のリスク分担の見直しを提案したい。現在のリス

ク分担は、施設管理の専門事業者(指定管理者)に

は問題はないと思われるが、ボランティアで公園管理に

参加する住民団体にとっては過重な項目があると恩われ

る。ボランティアにとって過重なリスクは、最終的には行

政が引き受けるべきであろう。それを明確にすれば指定

管理者制度はより広く普及するのではないだろうか。

(4)管理項目の選択

街区公園の指定管理者として住民団体が管理する

項目を選択できるようにすべきである。現在、指定管

理者に求められている管理項目は、施設管理の専門事

業者には問題はないであろうが、ボランティアで公園

管理に参加する住民団体には過重な項目:がある。例

えばほとんどすべての住民団体にとって高木の管理は

容易ではない。特に老人クラブの場合は不可能である。

それを団体が専門業者に依頼すると高額の料金が必

要になり不合理である。従って指定管理に伴う管理項

目から、それぞれの団体が無理なく行える項目を選択

できることが望ましい。高木管理の他、低木管理、ゴ

ミ処理、遊具点検、苦情処理などは、団体によって

は難しいことが多い項目である。公園の施設、公園の

立地、街区の特性、住民団体の能力など、同じ条件

の街区公園と住民団体はーっとしてなく、画一的な施

策には無理があるだろうロオーダーメードの公園管理

の仕様は、行政コストが多少高くなるかも知れないが、

住民本位の施策が求められている。住民福祉の観点

から総合的に考えると、助け合いの地域コミュニティを

形成することにより、結呆的には行政コストの縮減にな

るのではないだろうか。

(5)住民団体のエンパワーメント

町内会や老人クラブなどの住民団体の活性化支援

の施策を講じるべきである。これは指定管理者制度

のみの課題ではなく、広く地域コミュニティの政策であ

るが、指定管理者になれる活発な住民団体が地域に

存在しなければ、街区公園の指定管理者制度は普及

しない。町内会長などの役を引き受けると、多くの他

の役まで自動的に担わされてしまう現在の仕組み(慣習)

を改善しなければ、健全な住民団体の発展は難しい

だろう。行政が指定管理者の住民団体をパックアップ

すれば、住民団体は安心して指定管理者になれるし、

その指定管理者を務める過程で団体がさらに活性化

するという、良い循環が可能になる。また指定管理者

の負担が可能かどうか、住民団体にとって自信がない

場合、 1年間程度の試行期間を設けた後に、正式な

契約を結ぶということも可能ではないだろうか。このア

イデアはアンケートの回答に示されていた。アンケート

調査の結果では、指定管理者団体が実施している管

理項目に対して、報奨金交付団体が不安を抱いてい

るケースがある。試行期間でそのような不安を取り除か

れる可能性が大きいと思われる。

(6)仕様書改訂のプロセス

街区公園の指定管理者制度の改善は単なる仕様書

の改訂ではない。まちづくりのボランティア活動の一環

としての公園の管理運営であり、事業者が行う経済活

動とは基本的な立場が違うので、異なる発想による仕

様書が必要である。どのような改訂を行うにしても、ま

ず住民団体の意見を聞くことが必要であろう。アンケー

ト調査で明らかになったように、指定管理者団体の閥



にも、報奨金交付団体の聞にも異なる意見がある。従

って、先に提案した「公園管理の経験の交流」をす

ることにより、指定管理者団体や報奨金交付団体の人

びとが学び合うことが有用である。その結呆、意見の

相違は小さくなるはずである。このような交流と学び合

いのプロセスを適して得られる住民の意見を基にして、

街区公園の指定管理者制度の改善が行われるべきで

ある。先に述べたリスク分担の在り方にしても管理項目

の選択にしても、住民の交流と学ぴ合いのプロセスか

ら生まれる意見の方が、本稿で筆者が提案したことより

も重要であることを強調しておきたい。

おわりに

住民が暮らしやすい地域コミュニティを創造する

ために街区公閏の果たす役割は大きい。住民本位の

観点から発想すれば、街区公聞の指定管理者制度は

地域コミュニティの醸成に貢献する可能性がある。

街区公園に関する現行の指定管理者制度が、住民に

どのように認識されているか把握するために、広島

市の街区公園の指定管理者団体と清掃等報奨金交付

団体を対象に調査を行った。その結果、指定管理者

団体からは、指定管理者に申請した目的、公園の管

理運営の困難とその克服、公園利用の指導・調整・

苦情処理の経験、地元の公園に対する住民意識の変

化などが明らかになり、指定管理者制度の改善に関

する意見も示された。また清掃等報奨金交付団体か

らは、指定管理者団体としてのマンパワー、指定管

理者の申請を蹄踏させる公園管理のリスク不安、指

定管理者として公園の管理運営をする際に予想され

る困難、どのような条件が満たされたら指定管理者

になるか、などが明らかになり、指定管理者制度の

改善に関する意見も示された。

これらの調査結果を基に筆者は住民のための指定

管理者制度へ向けた提案を行った。提案の前提と L

て、住民による公閏づくり、地域コミュニテイ醸成

による地域福祉を最大の目的にすべきことを明確に

した。具体的な提案は、第1に指定管理者による街

区公園管理に関する住民団体相互の情報交流、およ

び街区公園の管理に関心がある住民団体への情報提

供を目的として、住民による公園管理の経験を分か

ち合う場を行政が提供すること、第2に区役所の街

区公園管理コーデイネーターの役割を充実すること、

第3に指定管理者制度に関する行政と住民団体の問
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のリスク分担を見直すこと、第4に指定管理者とし

て公園管理をする業務を選択できるようにすること、

第5に町内会や老人クラブなどの住民団体の活性化

を図ること、最後に指定管理者団体や報奨金交付団

体の人びとが公岡管理の経験について学び合うプロ

セスを通して得られる住民の意見を基にして、街区

公聞の指定管理者制度の仕様書の改訂を行うことで

ある。
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注

1 地域コミュニティとは、人びとの繋がりのある地域社会のこと

であり、本稿では地域の広がりとして町内会や自治会程度を

想定しているロ

2 政府守地方自治体のみではなく、市民も公共サービスを提

供する、という考え方が「新しい公共」と呼ばれている。「コ

モンズ」は地域資源を住民が共同管理する伝統であり、近

世から住民は公共サービスの提供に参加してきた。従ってコ

モンズの視点から見れば、「新しい公共」は新しい社会の在

り方ではなく、本来の持続可能な社会の在り方を回復するこ

とである。「官から民へ」の潮流もその一環と捉えられる。住

民団体による街区公園町管理も地域コモンズの回復の一つで

あると考えている。

3 自治体のホームページを検索したところ、広島市と同様の

例は千葉県袖タ浦市のみで見つけること曲吋きた。

4 表の注に記述されている「公園利用者等の第三者に怪我

等損害を与えた場合は、各団体においてその損害を賠償す

る責任を関われる可能性があります」という管理リスク私多く

の住民団体から敬遠されている。

5 公園の近隣住民の「目」由培技師こ機能するためには、指定

管理者の団体だけではなく、地域住民全体が自分たちの公園

を守り育てようというコミュニティ意識を持つ必要があるだろう。
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6 一般に“fearof the unknown"と呼ばれる感情である。

7 公園管理者として行政の「お墨付き」を住民団体が示き

なければ、公園の利用指導、利用調整、苦情処理などをす

る際に、「何の資格があるのか」と抗議・反論する住民への

対処が難しい場合がある。

8 しかし別の質問「・・経験の交流によって、他の指定管理

者町公園管理の経験を知りたいですか」に対して、報奨金

交付団体の 13団体が交流を望み 16団体が交流を望まない

回答であった。同様の質問に対する指定管理者団体の回答

は、交流を望むのが14団体で望まないのは6団体であった。

9 但し公共施設の中でも街区公園は利用者が比較的狭い

地域の住民に限定きれている。街区公園の中にも、たとえば

住宅団地町公園のように街区内のほほ特定の限られた住民

が利用する場合と、市街地の公聞のように不特定多数町市

民が利用する場合があり、同じく公共施設でありながら公共

性の程度に違いがある。公聞の立地の違いは、住民団体が

指定管理者になって「自分たもの公園をつくる」意識が生ま

れるかどうかにも係る。そのような公園の立地や地域コミュニ

ティの人々の繋がりも、指定管理者を希望するかどうかに影

響するだろう。

10 r行政に代わって町内会等が公園管理をすることはどう恩

いますか」とのアンケートの質問に対して、ほとんどの団体は

肯定的な反応である。しかし公園管理の内容が過大と感じ

ている。

11 報奨金交付を申請しなくても公園清掃を行っている住民団

体は多く存在する。

12 指定管理者制度は新しい制度であり発展途上である。指

定管理者制度は全国的に導入されており、専門事業者が

指定管理者になる事例は多いが、住民団体が街区公園の

指定管理者になる事例は少ない。筆者が調べたところ、千

葉県袖ケ浦市において町内会などの住民団体が指定管理

者になっている例が見つかった。住民団体が指定管理者に

なる広島市のような事例はまだ無いに等しい。そのため広島

市町制度を実施した経験に基づいて、制度を積極的に改善

するべきであろう。

13 さまざまな形の設置が可能であるう。本庁の職員が要望に

応じて各区役所に出向く、あるいは各区役所の関連の担当

課が街区公園管理支援の役割を担当する等である。
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