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1.はじめに 

1-1.研究の背景 

都市公園は、高度経済成長期に急速に整備が進められ、

現在全国約10万のストックが存在している。これら都市公

園は、地震・津波等災害への防災性の向上、景観・健康・

子育て等生活の質の向上、賑わいや地域活性化等生産拡大

といった効果を発揮することが期待されている 1)。しかし、

施設老朽化等により更新期を迎えた現在、公園に期待され

ていた効果が十分発揮できていない実態が散見される 2)。

また、人口減少等に伴う自治体の財政難が顕在化する中、

如何にコストを抑えながら既存の都市公園ストックの再整

備・維持管理を進めること、地域のニーズに合わせた活動

の場とすることが主な課題となっている。 
その対応策の一つとして、2017年都市公園法の改正によ

り、「公募設置管理制度(以下、Park-PFI 制度)」が導入され

た。広場等の公園整備を合わせて行う収益施設(カフェ、レ

ストラン等)の設置管理事業者を公募により選定する仕組

みであり、既存の都市公園法に基づく「設置管理許可制度」、

地方自治法に基づく「指定管理者制度」、民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく

「PFI事業」を組み合わせたものである 3)。本制度により民

間による収益施設の設置がより長期(10年から20年)で可能

となり、また都市公園内の設置可能な収益施設の建蔽率も

2%から 12％まで緩和可能となり、都市公園の再整備・維

持管理において民間の投資や参入が促進される見通しをも

つ。そのような中、公的資産における民間収益施設の設置

管理・運営がどのような地域貢献的価値をもたらすか、更

にパークマネジメントを進める上でどのような役割が求め

られるのかを明確にする必要があると考えられる。 
一方でPark-PFI制度の前身である「設置管理許可制度」

は、都市公園内に公園管理者以外の施設設置・管理を許可

する制度である。国土交通省の提供資料によると(1)、2015
年末時点で4,573都市公園の8,619箇所で本制度を用いてお

り、その中2,235箇所は民間事業者を参入している(2)。最も

多い設置施設である自動販売機の運営等(3)を除き、Park-PFI
制度と同様に、事業者自らが店舗等の収益施設を設置・運

営している事例を対象に実態を把握することで、今後の

Park-PFI 制度の運用やパークマネジメントを進める上で有

益な知見が得られると考えられる。 
パークマネジメントについて、田代ら(2011)4)は「公園の

魅力や可能性を発掘し、資質を向上させる視点から管理を

行い、継続的に業務の改善を行う仕組み」と、山崎(2011)5)

は「単なる来園者を待つだけではなく、積極的にプログラ

ムを作り出して来園者を誘う公園の運営手段」と規定して

いる。即ち、パークマネジメントとは、公園の魅力増進の

ために公園維持管理と運営を最適化していく一連の体制づ

くりと捉えられる。今後、民間の設置管理事業者の導入が

促進すると予想される中、これまでの類似事例を基に自治

体や指定管理者等の公園に関わる組織・団体とどのような

体制をつくり、効果的な公園の管理・運営を行っているの

かを整理すべき重要な時期である。 
1-2.研究の目的と方法 
本研究は、「設置管理許可制度」を用いた都市公園内収益

施設を対象とし、パークマネジメントにおける設置管理事

業者の関与実態を明らかにすることを目的とする。 
具体的には、以下の3点を目的として調査、分析を行う。 
(1)設置管理事業者の選定に関する自治体の考え方を整

理した上で、マネジメント体制を①主体間所有関係、②維

持管理体制、③利活用体制と分け、実態を整理することで、

設置管理事業者の導入によるパークマネジメント体制の傾

「設置管理許可制度」を用いたパークマネジメントにおける設置管理事業者の関与実態に関する研究 
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向と実態を明らかにする。 
(2)収益活動外地域貢献活動及び費用の実態を整理し、設

置管理事業者による公園維持管理負担の低減効果と特徴を

明らかにする。 
(3)指定管理者及び連携団体の有無による設置管理事業

者のマネジメント活動範囲及び自治体が求める役割の差異

を明らかにする。 
都市公園における民間事業者の収益事業実施に着目する

と、2017年の都市公園法改正に伴うPark-PFI制度施行及び、

2011 年の都市再生特別措置法の改正に伴う都市利便増進

協定(4)が挙げられる。前者はまだ導入から 1 年未満である

ことから導入実績は少ないものの、既にいくつかの都市公

園で公募により設置管理事業者の選定が行われている。そ

こで上述した国土交通省の提供資料を基に、全収益施設か

ら自動販売機等の工作物を除き、設置管理者が「民間」で

ある都市公園117箇所を抽出した。その後Web調査及び自

治体への電話･メール問い合わせで、公募により事業者を選

定した25箇所を抽出した。後者の都市利便増進協定に関し

ては、制度施行から 5 年以上が経過し、全国で 36 団体(平
成 29 年度現在)が同制度を活用した都市施設の管理を実施

している。これらすべての団体に対して電話調査を通じて

都市公園の管理実施の有無について確認し、3 箇所を選定

した。これらを合計した28箇所を本研究の対象として選定

した(5)。対象公園及び収益施設の概要を表1に示す。 
上記の目的を達成するために、28箇所の公園管轄自治体

に対するアンケート調査(2018 年 1 月～3 月)を実施した。

アンケート項目は大きく、①都市公園内収益施設として設

置管理事業者の選定に至るまでの経緯(以下、選定経緯)、
②マネジメント体制、③設置管理事業者の導入による効果

(以下、導入効果)の、3 つに分けられる。まず、目的(1)の
ために①選定経緯及び②マネジメント体制のデータを用い

た。①選定経緯では、自治体が対象公園におけるどのよう

な課題を基に民間事業者を選定したのかを明らかにするた

めに、選定前の I.公園の課題と II.制度活用以前の土地状態、

III.上位計画の有無、IV.対象施設の決定方法、V.選定基準(非
公募の場合：期待された効果)を質問項目とした。②マネジ

メント体制では、I.許可区分(管理許可/設置管理許可)、II.
主体間所有関係、III.維持管理体制、IV.利活用体制、V.指定

管理者の有無、VI.連携団体の有無を質問項目とした。マネ

ジメント体制 II・III・IVに関しては、回答者の理解を得る

ために想定される関係図式を選択肢として提示し、当公園

事例のパターンが選択肢にない場合、電話インタビュー等

により回答者から選択肢を参考に描いてもらう形で調査を

行った(6)。その結果を図 2 により示している。次に目的(2)
のために③導入効果データを用いた。③導入効果では、I.
地域貢献活動の有無、II.地域貢献費用の有無、III.維持管理

低減効果の有無、IV.行政の事後評価方法を質問項目とした。

なお、有無に関する質問では有の場合、その具体的な内容

を自由記述方式で回答をもらった。最後に目的(3)のために

②マネジメント体制のV.指定管理者の有無、VI.連携団体の

有無の2軸を用い分類することで、関わる団体の有無に応

じた自治体の考え方及びマネジメント体制の変化を分析・

考察した。連携団体とは、公園の維持管理及びイベント等、

パークマネジメントを進めることに当たって、行政・民間

事業者・指定管理者以外に関わりのある団体を意味してい

る。研究方法を踏まえ研究全体の構成を図1に示す。 
1-3.既往研究 
指定管理者制度を対象に実態を評価する研究 6)7)8)や住民

参加及び地域コミュニティを中心としたマネジメント手法

と可能性を論じた研究等 9)10)11)、公園管理の観点からのパー

クマネジメントに関する研究は多数存在するものの、設置

管理許可制度に基づく民間収益施設に関する研究は, 京都

市を事例に動向を整理した下村 (2013) 12)の研究以外は殆

ど見られない。三輪ら(2017)13)は公園内保育施設設置による

公園の活用可能性を論じているが、民間収益施設として位

置付けられていない。都市公園内の民間事業や収益施設等

に関しては、個別事例の報告又は論説に止まっている(7)。

本研究は個別事例ではなく全国の事例を対象とし、公園の

マネジメント体制の実態を網羅的に分析し明らかにする。 
公園内の民間事業者の収益性に関する研究として、朴ら

(2017)14)は、PFI事業を対象に自治体の公共性の担保と民間

事業者の収益性の確保の実態を明らかにし、持続可能なマ

ネジメントの観点から民間事業者の収益性の確保のための

仕組みの重要性を提示している。また、舟引(2016)15)は、都

市公園における民間事業者の参入制度を時系列で整理し、

指定管理者制度等の一管理者として民間事業者の参入は、

公園利用者の増加による収益と民間事業者の収益が直接関

係していないため、事業者による公園の活性化に向けた努

力に繋がらない点を指摘しており、民間事業者の自発的活

動を引き出す仕組みの必要性を論じている。本研究では都

- 1290 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.53 No.3 2018年 10月
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.53 No.3, October, 2018

 
 

市公園上民間事業者の収益性確保のために明確にすべき民

間事業者の地域貢献活動の内容を整理する点に意義がある。 
 

2.設置管理事業者の選定経緯とマネジメント体制 
2-1.選定経緯 

I.都市公園の課題として、公園と周辺地域の魅力向上が

26箇所(92.9%)で最も多く、公園老朽化への対応、市民や事

業者の要請は共に4箇所(14.3%)であった。II.制度活用以前

の土地状態は、未整備公園用地が 10 箇所(35.7%)と最も多

く、跡地等の低未利用地8箇所(28.6%)、既存公園施設の立

地6箇所(21.4%)の順となっている。このことから、未整備・

低未利用地の利用及び整備促進のために設置管理許可制度

が多く活用されており、それに伴う都市公園及び周辺への

魅力向上を求めていることがわかる(図2)。 
III.設置管理許可制度の活用に関わる上位計画は、19箇所

(67.9%)が有しており(8)、IV.収益施設等対象施設の種類決定

は、庁内での決定が 22 箇所(78.6%)と最も多く、専門家ヒ

アリングが7箇所(25.0%)、市民意見の反映が5箇所(17.9%)
の順になっていることから、上位計画の下、自治体内で対

象施設の種類を決定しているケースが多いことがわかる。 
V.設置管理事業者の選定基準としては、事業性及び事業

の継続性が25箇所(89.3%)と最も多く、事業の内容22箇所

(78.6%)、公園の賑わい 19 箇所(67.9%)、景観配慮 18 箇所

(64.3%)、地域活性化 10 箇所(35.7%)の順となっており、事

業の内容と共に事業が継続して成立できるかが事業者選定

の要点となっており、それが地域の賑わい及び活性化にも

つながるポイントになっていると考えられる(図2)。 
設置管理事業者が都市再生推進法人格を持ちながら活動

している公園は、草津川跡地公園の5区間、荒井一号公園、

北柏ふるさと公園の3箇所ある。この3つは他の公園を異

なり、非公募により設置管理事業者を選定している。非公

募による選定理由は、3 つの公園それぞれ①中心市街地活

性化の担い手として都市再生推進法人を位置づけ、その活

動の一環としての選定、②地域全体のまちづくり担い手と

して都市再生推進法人を位置づけ、自らの公園活用案に基

づく活動としての選定、③公園と周辺地域を含めた都市利

便増進等協定の締結に基づき、法人の必要な経費の創出の

ための公共施設の活用事業の一環としての選定となってい

る。このことから、都市再生推進法人に基づく設置管理事

業者は、単なる公園の維持管理だけではなく、公園を含め

た地域全体の再生及び活性化の担い手として位置付けてお

り、その適任者を選定するために非公募にしていると考え

られる。また3箇所全てが上位計画を持っており、その計

画の下で設置管理事業者となる都市再生推進法人の位置づ

けを明確にしている。その位置づけに準じて、草津川跡地

公園の5区間と北柏ふるさと公園は、設置管理事業者が自

ら対象施設の業種を提案・決定していることも他の公園と

異なる特徴であると考えられる(9)。 
2-2.マネジメント体制の実態 
(1)主体間所有関係 

南池袋公園と冠山総合公園は、公園内建物を自治体が設

置しているため、管理のみ行う事業者を選定している。そ

れ以外は全て(26箇所、92.9%)、設置管理許可により民間事

業者が建物の設置・管理を実施している。そのため、所有

関係に関しても自治体が土地と建物を所有する関係Aは2
箇所しかない(図 2)。その以外に関係 B の設置管理事業者

が建物を所有し店舗を運営しているケースが 19 箇所

(67.9%)と最も多く、設置管理事業者が建物を所有し別途店

舗運営業者と契約を結ぶ関係Cが6箇所(21.4%)、最後に店

舗運営業者が建物を所有し自治体と店舗運営業者の仲介役

を行う関係Dが1箇所(駒沢オリンピック公園)存在する(10)。 
(2)維持管理体制 
維持管理体制は全体で7つのパターンが存在する(図2の

右)。自治体が直接公園全体を管理し、設置管理事業者は店

舗周辺のみ管理している体制Aが9箇所(32.1%)と最も多く、

指定管理者が公園全体を管理する体制C(7 箇所、25.0%)、
指定管理者が公園の一部を管理する体制 E(5 箇所、17.9%)
の順となっている。また、設置管理事業者が公園全体の管

理をする体制 F(3 箇所、10.7%)がある一方、公園の維持管

理に全く関与しない体制 D(2 箇所)や体制 B(1 箇所)がある

ことから、指定管理者の存在有無により維持管理体制への

設置管理事業者の関わり方が異なることがわかる。 
(3)利活用体制 
イベント等を自治体主催で行う体制aが9箇所(32.1%)と

最も多く、自治体がイベント主催者の申請許可を行う体制

c(8箇所、28.6%)、設置管理事業者が主催でイベント等を行

う体制 b(7 箇所、25.0%)の順になっており、利活用を実施

する体制がない公園を除き、全体で7 つのパターン(11)があ

ることがわかる(図2)。指定管理者の存在有無を含め、実際

のイベント等を誰が主催するのか、また申請と許可業務を

誰が主催するのかより大別することができる。 
 

3.設置管理事業者の導入による効果 
3-1.地域貢献活動及び費用 
(1)地域貢献活動 
地域貢献活動は、全体の 28.6%である 8 箇所で行ってい

る(図2)。表2により8箇所の具体的な地域貢献活動内容を

提示しているが、これらはアンケート調査により対象公園

の管轄機関である各自治体が地域貢献活動として設置管理

事業者に求めている、かつ実施していると自由記述したも

のである。他の団体により公園内で行われる防災等のイベ

ントへの参加や協力が最も多く公園内の清掃活動や緑地の

管理、ボランティア活動等の連携の順となっている。 
8 箇所の内、唯一公益財団法人で設置管理を行っている

駒沢オリンピック公園では、災害時と平常時による設置管

理事業者の役割が異なり、平常時には設置管理業者と共同

事業契約を締結した店舗業者が店舗運営をするが、災害時

には設置管理事業者が全体を運営する体制を取っており、

設置管理事業者が災害時に向けた避難訓練を参加している

ことが特徴である(図2右の主体間所有関係－④所有関係D 

- 1291 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.53 No.3 2018年 10月
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.53 No.3, October, 2018

 
 

参照)。天王寺公園では、不動産開発業者である設置管理事

業者が実施しているハード・ソフト面を含めた賑わい創出

事業や維持管理事業を一つの地域貢献活動として捉えてい

る。即ち、民間による利益向上のための活動や高質な維持

管理活動が公園利用者の増加につながるということで、自

治体では地域貢献活動の一部として認めていると判断でき

る。名城公園では、名古屋市の日(8月8日)に4,000個の花

の苗(約 40 万円分)を市民に寄贈することやトイレカー(移
動式トイレ)1台を市民に寄贈するなど、地域のニーズに適

した活動を行っていることも特徴である。 
(2)地域貢献費用 

設置管理事業者による地域貢献費用がある施設は、3 箇

所で全体の10.7％と少ない(図2)。この3箇所は全て上記の

地域貢献活動も共に行っている。まず南池袋公園では、自

治体が建物を所有し、設置管理事業者は店舗を運営してお

り、公園使用料(建物使用料)以外に売店の売上の 0.5%を地

域還元費として、連携団体である「南池袋公園をよくする

会」に提供し、団体の運営又はイベント活動の費用として

補っている。「南池袋公園をよくする会」には地元の町会や

商店会、寺町関係者等の地域主体がメンバーとなっており、 
柔軟な地域貢献活動を実施する仕組みが整えていると考え

られる。次に駒沢オリンピック公園では、設置管理事業者
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が指定管理者でありながら、建物を所有している各店舗の

運営業者と自治体との仲介役として働き、各店舗の運営業

者から売上の 8%を公益還元費としてもらい、自治体への

公園使用料と共に各種の地域貢献活動費として補っている。

最後の荒井1号公園は都市再生推進法人である一般社団法

人が設置管理事業者になっているが、公園全体の維持管理

費の 100%を負担しており、その代わりに全ての公園使用

料が免除となっていることが特徴である(12)。3 箇所の地域

貢献費用等の流れを図3で示す。 
3-2.公園維持管理費用の低減 
(1)公園使用料 
設置管理事業者の公園使用料は直接又は間接的に当該公

園の維持管理費削減に資すると考えられる(13)。全体額は設

置管理区域の規模により異なるが、全て対象施設の1㎡当

たり使用料を算出すると、年間平均8,744.1円であり、最小

0円から最大54,545円(南池袋公園)(14)までとなっている。 
(2)公園維持管理負担の低減効果 
設置管理事業者の導入により、公園の維持管理負担の低

減効果があると答えたのは、全体の42.9%の12箇所である

(図2)。その削減効果に対する自治体の考え方は様々である

が、①民間参入によりその敷地と周辺の維持管理費の削減

(4 箇所)、②公園使用料の収入分の維持管理費の削減(4 箇

所)、③指定管理者が管理する面積減少分の市の委託料の削

減(3 箇所)の、3 つに大別できる(表 3)。残り 1 箇所の水上

公園では、維持管理体制Fで設置管理事業者が公園全体の

管理行っているが、自治体の維持管理費用分に事業者の支

出を加えることで、行政が行う維持管理レベルより手厚い

管理ができており、公園の維持管理費用額の削減効果以上

に、公園の維持管理の質向上が強調されていることも特徴

と言える(表3) (15)。 
以上の公園の中で大濠公園の2つの区域と青い森公園を

除いた9箇所(75.0%)は、公園の経営戦略やビジョン等の上

位計画を策定している。このことから維持管理費の低減効

果がある自治体ほど設置管理許可を上位計画の下、公園の

維持管理費削減にむけた施策と捉えているのと推察される。 
 

4.連携団体有無からみたマネジメントの特徴と類型 

4-1.指定管理者の存在有無 

(1)指定管理者無 
指定管理者が存在しない公園は12箇所ある(図2)。まず、

維持管理体制に関して体制Aの全9箇所(75.0%(16))と、体制

Fの全3箇所(25.0%)が、ここに属している。即ち、公園全

体の管理を自治体で行うか、設置管理事業者が行うかに大

別できる。特に、設置管理事業者に全体の公園管理を一任

する公園は、水上公園、荒井１号公園、北柏ふるさと公園

であり、その内2つが都市再生推進法人による公園管理体

制を整えている。以上を踏まえると、指定管理者等の公園

管理に関わる組織が存在しない公園では、設置管理事業者

に公園全体の維持管理を委ねるツールとして、都市再生推

進法人制度を用いていることが読み取れる。 
次に公園の利活用体制に関しては、体制 a が 6 箇所

(50.0%)、体制cが5箇所(41.7％)を占めしていることから、

指定管理者が存在しない公園では、自治体が中心となりイ

ベント等を仕掛ける、あるいはイベント主催者の募集する

体制を取っているケースが多い(図2)。その一方、設置管理

事業者が主体となるイベント等を行う体制は、体制 b の 2
箇所(16.7%)と少ないことがわかる。その2箇所は、水上公

園と北柏ふるさと公園であり、2 つとも設置管理事業者が

公園全体を管理する維持管理体制Fであることから、相対

的に設置管理事業者の役割と活動範囲が広いと判断できる。 
最後に自治体の期待する効果として、「公園の賑わい」が

11 箇所(91.7%)と多く、公園の課題として、「公園・周辺地

域の魅力向上」を12箇所(100%)で挙げている。また、地域

貢献活動有の全体 8 箇所のうち、75.0%に該当する 6 箇所

(50.0%)がここに属している。このことから、指定管理者等

公園のマネジメントに関わる担い手が存在してない公園で

は、公園の魅力向上と賑わい創出を意図して設置管理許可

制度を用いている。即ち、設置管理事業者に対し地域へと

波及効果を有する貢献活動を期待していると考えられる。 
(2)指定管理者有 

16 箇所の設置管理は指定管理者が存在する公園で行わ

れている。まず、維持管理体制に関して、体制Cの全てで

ある 7 箇所(43.8%)と、体制 E の全てである 5 箇所(31.3%)
が属している。また、体制を整理すると、まず全体で1箇
所のみである体制 B(稲毛海浜公園の本地区)は、設置管理

事業者との関りを持たず、指定管理者が公園全体を管理す
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る。体制Dの2箇所(長尾山総合公園、草津川跡地公園の5
区間)では、設置管理事業者ではなく店舗の運営業者が店舗

の周辺を管理し、指定管理者が公園全体を管理する。体制

G も 1 箇所のみ(駒沢オリンピック公園)であり、設置管理

事業者と指定管理者が同じ団体で公園全体を管理し、店舗

周辺の管理は店舗の運営業者に委ねている。このことから、

指定管理者無と比べ維持管理体制が多様である一方、指定

管理者が存在しているため、体制G以外は、設置管理事業

者が直接公園全体の管理には関わっていないことがわかる。 
次に公園の利活用体制に関しては、体制bが5箇所(31.3%、

全体数の71.4%)と多く、また駒沢オリンピック公園のみ該

当する体制dが指定管理者有に属することから、指定管理

者無に比べて設置管理事業者によるイベント実施・運営が

相対的に多い。また、自治体は既に指定管理者制度を用い

ている経験から民間事業者へのイベント運営業務を委ねや

すい環境になっていると推測できる。 
指定管理者有の公園では、自治体の事業者選定基準とし

て、16箇所の全てが「事業性・継続性」を重視している一

方、地域貢献活動を行っている公園は2箇所しかないこと

から、指定管理者が存在することで、地域貢献活動よりも

設置管理事業者が事業を継続的に運営できることを求めて

いると考えられる。 
4-2.連携団体の存在有無 
(1)連携団体無 
連携団体無の公園は、18箇所(全体数の64.3%)ある(図2)。

自治体の選定基準として地域の活性化と答えた 10 箇所全

てが、ここに属している。一方、全体の該当数が少ないシ

ンボル性、地域愛着の醸成、防犯・防災性、健康・福祉効

果、文化・教養機能の殆どがここに属している(表4)。この

ことから、公園の活動を支える連携団体がいない場合、地

域活性化が設置管理事業者導入の主目的であり、また多様

な行政意向の下で設置管理制度を用いていることがわかる。 
公園の利活用では、体制aが7箇所(全体数の77.8%)、体

制 b が 6 箇所(全体数の 85.7%)、体制 c が7 箇所(全体数の

87.5%)と殆どを占めており、自治体又は、設置管理事業者

が中心的にイベント活動を実施している傾向がみられた。 
(2)連携団体有 
連携団体有の公園は10箇所あり、主要活動内容としては、

花壇及び芝生管理(8箇所)、イベント等の地域コミュニティ

及びボランティア活動(6箇所)、スポーツ等の公園関連施設

の管理(2箇所)の順に多くあげられた。 
公園の利活用体制は様々であるが、3 箇所は利活用体制

を整えたイベント実施などを行っていないことが特徴であ

る。その3箇所は、大濠公園のカフェ区域とボートハウス

区域、長尾山総合公園であり、例えば大濠公園は連携団体

として①大濠公園をよくする会、②大濠公園ガーデニング

クラブの2団体が清掃ボランティアやマナーアップ活動、

花壇管理を行っている。即ち、連携団体有の公園は、公園

又は周辺地域に自発的な活動が生まれやすい環境にあると

言え、自治体は公園を地域活動の場として認識しイベント 

表4 タイプ別の公園・施設名(上)とタイプ別集計結果(下) 

タイプI(10)： 
指定管理者無×連携団体無 

中之島公園のレストラン区域、中之島公園のサービス施設区
域、稲毛海浜公園の検見川地区、天王寺公園、いそぎ公園、
青い森公園、水上公園、新高岡駅南口公園、荒井１号公園、
北柏ふるさと公園 

タイプII(8)： 
指定管理者有×連携団体無 

富岩運河環水公園、広公園、鶴見緑地の北地区)、鶴見緑地の
南地区、稲毛海浜公園の本地区、西南杜の湖畔公園、冠山総
合公園 

タイプIII(8)： 
指定管理者有×連携団体有 

大濠公園のカフェ区域、大濠公園のボートハウス区域、大高
緑地、駒沢オリンピック公園、名城公園、草津川跡地公園の
２区間、草津川跡地公園の5区間、長尾山総合公園 

タイプIV(2)： 
指定管理者無×連携団体有 二子玉川公園、南池袋公園 

類型 
項目 全体 

タイプI 
(10) 

タイプII 
(8) 

タイプIII 
(8) 

タイプIV 
(2) 

公
園
の
課
題 

①公園・周辺地
域魅力向上 

該当数 26 10 8 6 2 
割合% 92.9※1 100.0※2 100.0 75.0 100.0 

②公園利用者 
の減少 

該当数 1 0 1 0 0 
割合% 3.6 0.0 12.5 0.0 0.0 

③維持管理負担
の逼迫 

該当数 2 1 1 0 0 
割合% 7.1 10.0 12.5 0.0 0.0 

④市民や事業者
の要請 

該当数 4 2 1 1 0 
割合% 14.3 20.0 12.5 12.5 0.0 

⑤老朽化の対応
と早期整備 

該当数 4 0 3 1 0 
割合% 14.3 0.0 37.5 12.5 0.0 

⑥防災性の向上 
該当数 1 0 1 0 0 
割合% 3.6 0.0 12.5 0.0 0.0 

選
定
基
準
及
び
期
待
さ
れ
た
効
果 

①景観配慮 
該当数 18 7 6 4 1 
割合% 64.3 70.0 75.0 50.0 50.0 

②シンボル性 
該当数 2 2 0 0 0 
割合% 7.1 20.0 0.0 0.0 0.0 

③公園の賑わい 
該当数 19 9 4 4 2 
割合% 67.9 90.0 50.0 50.0 100.0 

④地域活性化 
該当数 10 5 5 0 0 
割合% 35.7 50.0 62.5 0.0 0.0 

⑤地域愛着 
の醸成 

該当数 2 1 1 0 0 
割合% 7.1 10.0 12.5 0.0 0.0 

⑥機能やサービ
スの魅力の高さ 

該当数 18 6 5 6 1 
割合% 64.3 60.0 62.5 75.0 50.0 

⑦防犯性 
該当数 3 1 2 0 0 
割合% 10.7 10.0 25.0 0.0 0.0 

⑧防災性 
該当数 5 2 2 0 0 
割合% 17.9 20.0 25.0 0 0 

⑨生物多様性へ
の配慮 

該当数 1 0 0 1 0 
割合% 3.6 0.0 0.0 12.5 0.0 

⑩健康・福祉 
効果 

該当数 1 1 0 0 0 
割合% 3.6 10.0 0.0 0.0 0.0 

⑪文化・教養 
効果 

該当数 1 1 0 0 0 
割合% 3.6 10.0 0.0 0.0 0.0 

⑫事業性・事業
の継続性 

該当数 25 8 8 8 1 
割合% 89.3 80.0 100.0 100.0 50.0 

⑬事業の内容 
該当数 22 7 7 6 2 
割合% 78.6 70.0 87.5 75.0 100.0 

⑭事業者の費用
負担額 

該当数 7 2 1 3 1 
割合% 25.0 20.0 12.5 37.5 50.0 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制 

①維持管理 
体制A 

該当数 9 7 0 0 2 
割合% 32.1 70.0 0.0 0.0 100.0 

②維持管理 
体制B 

該当数 1 0 1 0 0 
割合% 3.6 0.0 12.5 0.0 0.0 

③維持管理 
体制C 

該当数 7 0 3 4 0 
割合% 25.0 0.0 37.5 50.0 0.0 

④維持管理 
体制D 

該当数 2 0 0 2 0 
割合% 7.1 0.0 0.0 36.0 0.0 

⑤維持管理 
体制E 

該当数 5 0 4 1 0 
割合% 17.9 0.0 50.0 12.5 0.0 

⑥維持管理 
体制F 

該当数 3 3 0 0 0 
割合% 10.7 30.0 0.0 0.0 0.0 

⑦維持管理 
体制G 

該当数 1 0 0 1 0 
割合% 3.6 0.0 0.0 12.5 0.0 

①利活用体制a 
該当数 9 5 2 1 1 
割合% 32.1 50.0 25.0 12.5 50.0 

②利活用体制b 
該当数 7 2 4 1 0 
割合% 25.0 20.0 50.0 12.5 0.0 

③利活用体制c 
該当数 8 4 3 0 1 
割合% 28.6 40.0 37.5 0.0 50.0 

④利活用体制d 
該当数 1 0 0 1 0 
割合% 3.6 0.0 0.0 12.5 0.0 

⑤利活用体制e 
該当数 1 0 1 0 0 
割合% 3.6 0.0 12.5 0.0 0.0 

⑥利活用体制f 
該当数 1 0 1 0 0 
割合% 3.6 0.0 12.5 0.0 0.0 

⑦利活用体制g 
該当数 2 0 0 2 0 
割合% 7.1 0.0 0.0 25.0 0.0 

効
果 

①地域貢献活動 
該当数 8 4 0 2 2 

割合% 28.6 40.0 0.0 25.0 100.0 

②公園使用料※3 円/㎡・年 8,744.1 11,009.4 5,010.1 2,989.2 35,372.5 

面
積 

①公園面積※3 ha 39.0 14.1 62.1 55.9 3.6 

②収益施設面積※3 ㎡ 674.1 700.0 733.1 716.1 140.0 

(note.) ※1：全体数の割合(図2参照) / ※2：タイプ別の母数の割合 / ※3：平均値 
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等の体制を整えていないと推測できる。実際に大濠公園は、

魅力向上を目的に掲げていない唯一の都市公園であった。 
4-3.類型分類と考察 
上記の知見を基に指定管理者有無と連携団体有無の2軸

で分類し、アンケート回答項目との関係を整理した(表4)。 
タイプ I(指定管理者無×連携団体無)は、今まで公園に関

わる第三者組織が存在していないため、設置管理事業者に

対し公園の賑わいや地域の活性化を求める傾向にある。ま

た、維持管理体制では設置管理事業者が公園全体の管理を

している体制Fの全てがこのタイプに属していることから、

設置管理事業者に対して公園の維持管理や利活用を期待す

る傾向にあると判断される。 
タイプ II(指定管理者有×連携団体無)は、設置管理事業

者の事業継続性を重視する一方、地域貢献費用及び活動は

求めていないことが特徴である。イベント体制としては、

連携団体がいないため、設置管理事業者がイベントを主導

する、又は、イベント主催者との連携を取っているケース

が多く、公園の管理は指定管理者に一任し、設置管理事業

者にはイベント運営を委ねる傾向にある。 
タイプ III(指定管理者有×連携団体有)は、イベント体制

がないか、自治体又は指定管理者がイベントを主催するケ

ースが殆どであり、設置管理事業者がイベント活動にあま

り関与していない。特にタイプ IIIの駒沢オリンピック公園

は、設置事業者が指定管理者と同じであり、公園全体の管

理やイベント主催者からの申請に対する許可業務を行って

いる、所有関係・維持管理体制・利活用体制がこの事例し

か該当しない特殊なケースであり(図2)、防災活動を実施す

るため地域貢献活用及び費用負担を管理事業者に求めてい

ることも特徴である(図3)。 
タイプIV(指定管理者無×連携団体有)は2箇所(二子玉川

公園、南池袋公園)あり、維持管理では自治体が公園全体を

管理し、設置管理事業者は店舗周辺のみ管理している。ま

た、利活用も自治体が直接実施、又は、イベント主催者と

の連携で行っている。その一方、地域貢献活動として他の

活動団体と連携し、環境や防災等の関連イベントへ幅広く

参加していることが特徴と言える。 
平均公園使用料を算出すると、指定管理者のないタイプ

IとIVがそれぞれ年間11,009.4円/㎡と35,372.5円/㎡であり、

指定管理者のあるタイプ IIと IIIの、5,010.1円/㎡と2,989.2
円/㎡である。つまり、公園使用料は公園の指定管理者がい

る場合と比べて、いない場合にその徴収額が高くなる実態

が把握された。また、公園面積の平均値は、タイプ IIと III
がそれぞれ62.1haと55.9haであり、タイプIとIVの14.1ha、
3.6haと比べ大きく、指定管理者のある公園面積が大きい一

方、収益施設の面積は 2 箇所しかないタイプ IV 以外の全

てが平均値(674.1㎡)に近く差異がないことがわかる。 
なお、都市再生推進法人である荒井1号公園と北柏ふる

さと公園はタイプ I に該当し、公園に関わる他の組織が存

在しない。公園使用料を全額免除しているのはこの2箇所

のみである(17)。また、維持管理に関しては設置管理事業者

が公園全体を管理する体制Fだが、この2箇所でのみ、公

園使用料を支払いが免除されている。これは、公園内で行

う収益施設の運営や公園利活用等による利益を公園全体の

維持管理に充てる体制としているためである。更に北柏ふ

るさと公園の場合、利活用体制bで設置管理事業者がイベ

ント等を主催する一方、その公園使用料も免除しており、

公園の賑わい創出のために自治体が設置管理事業者へのイ

ンセンティブを与えていることも特徴と捉えられる。 
 

5.おわりに 
本研究では、パークマネジメントにおける設置管理事業

者の関与実態を明らかにするため、各自治体へのアンケー

ト及び電話インタビュー調査を実施し、分析・考察を行っ

た。まず、公園におけるマネジメント体制を主体間所有関

係の4パターン、そして維持管理体制と利活用体制をそれ

ぞれ7パターンに整理することができた。また、指定管理

者と連携団体の有無により、マネジメント体制が異なり、

求められる設置管理事業者の役割が変化することが明らか

となった。これにより、「設置管理許可制度」又は「Park-PFI
制度」に基づく事業を進めようとする行政や団体に対して、

公園の既存団体を考慮した体制パターンとそれぞれの特徴

が提示できたものと捉えられる。 
関連団体の有無について、まず既に指定管理者が存在す

る場合、相対的に設置管理事業者の維持管理活動範囲は限

定的となり、店舗周辺の維持管理に留まる。一方で、維持

管理と比べてイベント等の利活用主催者としての役割を設

置管理事業者に求める傾向が明らかとなった。次に、設置

管理事業者の選定前に公園に関わる第三者団体が存在しな

い場合、公園全体の維持管理やイベントの主催等、設置管

理事業者のマネジメントに関する活動範囲が広がる傾向に

あることが明らかになった。更にこの場合、荒井一号公園

や北柏ふるさと公園のようにイベント等への公園使用料の

免除や都市再生推進法人制度との連携がとられる実態を把

握した。つまり、設置管理事業者のパークマネジメントへ

の関わり方において指定管理者等の関連団体との役割分担

の方法、都市再生推進法人制度の活用による役割の範囲等、

設置管理事業者の導入を検討する際の知見と可能性が示唆

された。また既往研究においても指定管理者の市民グルー

プ活動へ参入が関係構築の観点から公園管理に効果的であ

ることは述べられているが 17)、連携団体が存在する場合、

設置管理事業者においても南池袋公園、駒沢オリンピック

公園のように地域貢献費用の支払いを通じて地域活動との

連携体制を構築することは、民間事業者の収益性を確保す

る上で望ましいと考える。 
自治体の回答では、設置管理許可による公園の維持管理

負担の低減効果は3つに分類でき、負担費の総量を抑制が

大半である。一方、水上公園のように負担費用は変わらな

いが民間による費用支出や行政の規定以上の活動実施によ

り、公園全体の質が向上され、更なる利用者の増加や地域

活性化につなげるといった取り組みをしている自治体も存
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在するなど、パークマネジメントにおける行政の考え方が

把握され、今後民間事業者の導入を考慮する上で行政の重

要な選定ポイントになると考える。 
本研究は、全国の設置管理許可事例の網羅的な分析を通

じて、パークマネジメントにおいて設置管理事業者の関わ

り方の傾向と特徴を明らかにした。一方で対象事例の多く

が設置管理事業の初動期である。そのため今後は、継続的

な地域貢献活動や地域貢献費用の利用実態に関する実測モ

ニタリング調査等を行うことで、負担費用と収益性とのバ

ランスについて解明することが課題と考えられる。 
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データ収集に係る文献を提供いただいた国土交通省都市局公園緑地・景観

課およびアンケート・インタビュー調査にご協力いただいた各自治体の
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【補注】 

(1) 2017年11月に国土交通省都市局公園緑地・景観課の担当者とのヒアリ

ングを実施し、「平成 27 年度末都市公園法第五条第二項第二号に基づ

く公園施設の設置管理の現況」・「H27 年度末公園施設の設置管理許可

に関する現況」等の資料を提供してもらい、それに基づく全国集計で

ある。但し、東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県、福島県の一

部地域を除いたものである。 

(2) 民間事業者以外の設置管理者の属性は、公共(1,758箇所)、公益法人(898
箇所)、第3セクター(123箇所)、NPO法人(155箇所)、町内会・愛護会

(2,764箇所)、その他(751箇所)となっている。 
(3) 収益施設の種類では、自動販売機(14,153箇所)、売店(2,694箇所)、飲食

店(627箇所)、宿泊施設(116箇所)、その他(5,360箇所)となっている。 
(4) 2011 年の都市再生特別措置法の改正により、まちづくり会社等の民間

組織が、都市再生推進法人に認定されると土地所有者等とともに「都

市利便増進協定」を締結することができる。近年この協定に基づく公

共空間の整備及びマネジメントを行っている団体が増えており、特に

都市公園では、「都市利便増進協定」と「設置管理許可制度」の組み合

わせで、公園を一体管理している民間事業者も登場している(補注(7))。 
(5) 同都市公園内でも複数の収益施設が存在するケースがあり、公募内容

及び事業実施の時期が異なるものに関しては、別途研究対象地として

扱っている(表1参照)。 
(6) アンケート調査では、II.4パターン、III.6パターン、IV.4パターンの選

択肢を事前に設定・調査を行い、最終的にはII.4パターン、III.7パター

ン、IV.7パターンという結果を得た(図2参照)。 
(7) 一般社団法人日本公園緑地協会で発行する「公園緑地」では2017年度

の特集「人の集まる公園(計3冊)」を企画し、近年民間事業者を導入し

た様々な都市公園のパークマネジメントを紹介している。 
(8) 具体的な上位計画は、①対象公園に特化した整備基本計画(2 箇所、中

之島公園)、②対象公園を含めた周辺エリア整備基本計画(9箇所、鶴見

緑地、北柏ふるさと公園等)、③地域全体の総合ビジョン計画(7箇所、

富岩運河環水公園、大高緑地等)、④公園緑地の経営・マネジメント計

画(4 箇所、水上公園、名城公園等)の、4 つに大別できる。なお、草津

川跡地公園(②+③)、荒井１号公園(②+④)は複数に該当する。 
(9) 2つの公園以外は、天王寺公園のみ設置管理事業者自ら対象施設の業種

を提案・決定している。 
(10) 駒沢オリンピック公園は、東京都公園協会が設置管理許可を受けた上

で、公募により民間事業者(1者)を選定し、共同事業契約締結により建

物を設置・管理を行っている。なお、東京都公園協会は、設置管理許

可による収益事業を行う管理許可受者の立場と、公園管理等を行う指

定管理者の立場との、2つの異なる事業を実施している。 
(11) アンケートの実施において、イベント等の利活用体制に関しては、複

数回答が可能となっており、富岩運河環水公園(体制aとc)、広公園(体
制aとc)、稲毛海浜公園(体制bとc)、水上公園(体制bとc)の4箇所で

は複数の体制によりイベント等の活動をしていると答えている。 
(12) ここではアンケート調査結果により現在自治体が「地域貢献費用」と

捉えている現状をまとめている。荒井1号公園の仙台市のみ、「民間に

よる公園維持管理費の 100％負担」を地域貢献費用として捉えている

が、表 3 のように天王寺公園・青い森公園・西南杜の湖畔公園でも民

間参入により公園の維持管理費用が削減されたと認識している。 
(13) 公園使用料は、一般的に特定財源或いは自主財源に当たられ、当該公

園の維持管理費に充当される一方、自治体によっては一般財源に入る

場合もある。一般財源の場合、当該公園の維持管理費には直接充当さ

れない。しかし、平成28年度の地方財政状況(参考文献16のp.67図50
参考)によると、公園の整備及び施設維持管理に当たる土木費に、一般

財源の内、8.6%(町村)～11.2%(政令指定都市)が充当されていることか

ら、一般財源に入る公園使用料も、間接的には当該公園の維持管理削

減に資すると推定できる。 
(14) 南池袋公園の公園使用料では、①固定分を1万5000円／月坪、②歩合

分を歩合25万円／月坪超過分について売上の10％としており、本論で

は①固定分を基に算出したものを用いた。 
(15) そのほか、2つの自治体では維持管理負担の低減効果以外に他の効果が

あると答えた。稲毛海浜公園の検見川地区では、設置管理事業者の負

担により老朽化したサイクリングセンターの撤去費用(約2,100万円)を
削減している。大濠公園では、自治体が公園有料駐車場の運営により

増収している。 
(16) 4 章の括弧に書かれる「%」は、指定管理者無(12)・有(16)と連携団体

無(18)・有(10)のそれぞれの母数に基づき計算したものである。但し、

括弧内の「%」が全体数(28)に基づく場合は、「全体数の%」と示す。 
(17) 長尾山総合公園も公園使用料自体は0円(免除)としているが、その代わ

りに年間売上総額の10％を支払う体制を取っている。 
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