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 地方自治法第199条第２項の規定により行政監査を実施したので，同条第９項の規

定によりその結果を公表する。 
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                   同                福 田   健 

 

 

行政監査の結果に関する報告及び意見の提出について 

 

 地方自治法第199条第２項の規定により行政監査を実施したので，同条第９項の

規定によりその結果に関する報告を提出する。 
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第１ 監査のテーマ 

「身近な公園個性化事業」について 

 

第２ 監査の目的 

公園は，健康で文化的な都市環境を形成するうえで不可欠な都市空間として，

活力ある長寿，福祉社会の形成，都市のうるおい創出に資するとともに，自然

とのふれあい，コミュニティの形成，広域レクリエーション活動等多様なニー

ズに対応する，市民生活に密着した施設である。 

 さらに，災害時には避難地，避難路，火災の延焼の防止地帯，ボランティア

等の救援活動拠点，復旧，復興の拠点等の機能を発揮するなど，安全でゆとり

のある生活に不可欠な施設でもあり，今後，その役割はますます重要になって

いくものと思われる。 

 このような状況を踏まえ，今回については，政策推進プランの政策目標９「博

多湾や背振山系などの自然を大切にし，緑彩る都市となる」の施策事業体系（２）

「緑化の推進と都市公園，公共緑地の整備」及び（３）「市民との共働による

自然とふれあう水と緑のまちづくり」において重点事業として掲げられている

「身近な公園個性化事業」，をテーマとし，当該事業が経済的，効率的に実施

されているか，所期の目的を達しているかといった観点から監査を実施する。

また，「身近な公園」の管理についても，併せて監査を行う。 

 

第３ 監査対象事業（所管局等） 

監査対象事業 所管局等 

身近な公園個性化事業 

 

 

都市整備局公園緑地部公園計画課 

     〃     公園建設課 

     〃     公園管理課※ 

各区地域整備部維持管理課※ 

※都市整備局公園緑地部公園管理課及び各区地域整備部維持管理課について 

      は公園の維持管理を所管している。 

 

第４ 監査対象期間及び方法 

１ 監査の期間  平成18年７月から平成19年３月まで 

２ 監査の方法 書類審査，実地調査(施設の現地調査及び口頭による質問調査) 

 

第５ 監査の主な着眼点 

監査に当たっては，次の着眼点に基づいて監査を行った。 

１ 事業は，社会情勢等の変化に的確に対応したものとなっているか。 

  ２ 事業は経済的，効率的に実施されているか。 

  ３ 事業は所期の目的のとおり効果をあげているか。 

 ４ 事業は，対象者が満足できるものとなっているか。 
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 ５ 事業について市民への周知は十分図られているか。 

 

第６  監査対象事業の「政策推進プラン」及び「福岡市緑の基本計画」における位

置づけ 

１ 政策推進プランにおける位置づけ 

福岡市では，長期的な視点に立って施策を推進するとともに，行政の発想や

手法を抜本的に見直しながら限られた資源の再配分と有効活用を図り，市民，

民間の力を引き出し共働する市役所を目指し，平成16年６月に「市政経営戦略

プラン」を策定した。この「市政経営戦略プラン」は「政策推進プラン」「財

政健全化プラン」「行政経営改革プラン」の３つのプランから成っている。 

 そのうち「政策推進プラン」は，福岡市新・基本計画の実現に向けた実施計

画として，2004年度から 2007年度までの４年間の政策推進の基本的な考え方

と，これに基づき取り組む具体的な施策，事業を示すものであって，「自治都

市」，「元気都市」という２つの都市像の実現に向けて「５つの取り組みの視

点」を定め，これに照らしながら具体的な施策，事業を構築し，推進していこ

うとするものである。特に重要な施策，事業については「重点事業」として厳

選し，限りある資源を効果的，効率的に活用していくこととしている。 

 今回の行政監査については，この重点事業の１つを監査のテーマとして実施

したものであるが，当該事業の政策推進プランにおける位置づけ等については

以下のとおりである。 

 

○ 施策事業体系（政策推進プラン抜粋） 

  施策事業体系 

政策目標９:「博多湾や背振山系などの自然を大切にし，緑彩る都市となる」 

        

 (２)　緑化の推進と都市公園・公共緑地の整備
●都市公園などの整備

総合公園整備事業

室見川シンボライズ事業（ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ整備事業）

ため池むすびまちづくり事業
歩きたくなるまちづくり事業

那珂川ふるさとの川整備事業

●南部グリーンモール計画（仮称）の推進

公園整備事業

 〔ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ中央，青葉，小戸，舞鶴，西南杜の湖畔〕

動物園再生構想

自然共生型ため池整備事業

運動公園整備事業

身近な公園個性化事業

住区基幹公園整備事業

●緑化の推進

緑化推進事業(屋上緑化，公共施設の緑化）

全国都市緑化ふくおかフェア
治水池環境整備事業
ヒートアイランド対策
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 (3)　市民との共働による自然とふれあう水と緑のまちづくり

松くい虫対策事業（市民との共働による松林の保全・再生）

潤いとときめきのある花と緑のまちづくり推進事業

立花山・三日月山ふれあいの森づくり事業

ホタルの飛び交う那珂川親水事業

身近な公園個性化事業

室見川シンボライズ事業（室見川ふれあい事業，室見川水系一斉清掃）

西区環境プログラムの策定と推進

はかたの川みんなの川交流事業

緑体験充実事業（はかたグリーンツーリズム）

油山の魅力発信・ハチクマウォッチング

多々良川ゆめプラン

●自然環境保全市民活動の支援

●市民参画による緑化事業や公園づくりの充実

 

 

  ○ 重点事業の概要（政策推進プラン抜粋） 

事 業 概 要 計画目標 

 市民の身近なスポーツ，レクリエーションの場，地域

コミュニティの形成の場であり，災害時の一時避難地と

しての機能を持つ身近な公園について，老朽化した公園

の再整備も含め，ワークショップ手法等による市民参加

の公園づくりを推進します。 

継続実施 

 

 

     

  ○ 成果指標（政策推進プラン抜粋） 

この政策目標９の成果指標（共働してめざす目標値）としては，次の４つ

があげられている。この中では④が身近な公園個性化事業の成果指標として

とらえられる。 

指 標 項 目 
新・基本計

画の現状値 
中間目標値 

新・基本計

画の目標値 

①自然環境への評価 

（自然環境が保全され，向上していると感じる

 市民の割合） 

48.1％ 

(2002年) 

55％ 

(2007年) 

70％ 

(2015年) 

②河川支流及び水路などの細流に

 おけるメダカ確認地点数 

34/286 

(2000年) 

45/286 

(2005年) 

68/286 

(2015年) 

③身近な緑への満足度 

（身近な地域において緑が豊になっていると

 感じる市民の割合） 

29.7％ 

(2002年) 

40％ 

(2007年) 

50％ 

(2015年) 
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④地域の公園の親しみ度 

（地域の公園に親しみを感じる市民の割合） 

48.8％ 

(2002年) 

55％ 

(2007年) 

70％ 

(2015年) 

 

 ２ 「福岡市緑の基本計画」における位置づけ 

「緑の基本計画」とは，都市緑地保全法第２条の２に規定された「市町村の

緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」のことであり，都市公園の整備

や緑地保全地区の指定など都市計画法に基づく諸制度の活用のみならず，道路，

河川，港湾，学校等の公共公益施設の緑化，市民や企業などの民有地における

緑地の保全や緑化，さらに緑化意識の普及啓発などソフト面の施策も含めた，

都市の「緑」全般に関する幅広い総合計画となっている。 

平成11年２月に策定された「福岡市緑の基本計画」においては，福岡市の緑

の将来像を実現していくため６つの「基本方針」と，これに基づく12の「施策

の基本方向」が設定されるとともに，「施策の基本方向」を構成する一つひと

つの施策について，それぞれの具体的な施策概要や数値目標が説明されており，

この「身近な公園個性化事業」に関するものとして以下のような内容が掲げら

れている(以下「福岡市緑の基本計画」より抜粋)。 

 

第１部 総論 

第３章 計画の基本方針  

 基本方針６  市民と協力して緑のまちづくりを進めます 

 

平成９年度に行われた緑の市民意識調査において，緑化活動に参加した

ことのある市民が７割を越え，今後活動したい市民においては８割を超え

るなど，緑づくりへの参加意欲が高まってきています。また，誰もが豊か

さを実感できるまちづくりを進めていくためには，緑づくりにおいても多

様化，高度化する市民ニーズ，地域ニーズに対応していく必要があり，こ

れまでにも増して市民と行政のコミュニケーションが求められます。一

方，花や緑は，子供から高齢者まで誰もが一緒になって取り組むことので

きる格好の媒体です。 

 花や緑を通しての世代交流，地域交流の活発化を進めるためにも，私た

ち市民一人ひとりが緑への愛着を高めていくとともに，市民と企業と行政

の三者が協働した緑のまちづくりを進めていきます。 

   

第４章 施策の基本方向 

 基本方向 11  緑とまちを愛する心づくり 

    緑への愛着を育む  

      ②公園づくりへの市民参加 
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  ワークショップは，市民がまちづくりに参加する手法です。自分たち

が考えた公園ができることによって公園への愛着が増し，利用促進やマ

ナーの向上，公園管理への市民参加も期待されることから，公園づくり

においてワークショップの手法を積極的に導入します。 

     また，ワークショップによる公園づくりが困難な場合においても，で

きる限り地域のニーズを反映した公園づくりに努めます。 

 

第２部 計画推進のための施策 

第１章 施策の方針と目標 

  【１】緑地の保全と創出のための施策 

   (2)都市公園の整備   

    ●誰もが使いやすい公園づくりを目指し，ワークショップの手法等を用

いて，住民参加による住民主体の公園づくりを積極的に進めます。 

    ●既設公園においても，公園の拡張や市民ニーズに応じた再整備を進め

ます。     

    

■都市公園の確保目標

面  積 水　準 面  積 水　準
（ha） (㎡/人) （ha） (㎡/人)

278.0 2.2 454.8 3.1
幼児公園 18.0 0.1 24.2 0.2
街区公園 131.0 1.0 163.3 1.1
近隣公園 92.2 0.7 178.2 1.2
地区公園 36.8 0.3 89.1 0.6

272.8 2.1 425.4 2.9
総合公園 199.0 1.6 317.4 2.2
運動公園 73.8 0.6 108.0 0.7

特殊公園 152.7 1.2 249.4 1.7
風致公園 81.1 0.6 161.4 1.1
墓園 54.1 0.4 58.7 0.4
歴史・動植物公園 17.5 0.1 29.3 0.2

256.0 2.0 467.1 3.2
959.5 7.5 1,596.7 10.9
60.4 0.5 134.4 0.9
16.5 0.1 29.3 0.2

1,036.4 8.1 1,760.4 12.0

※平成８年度現況は公園緑地調書によります。

人　口(人) 1,280,251 1,467,000

小　計
都市緑地
緑道

合　計

平成22年目標
（2010年）

住区基幹公園

都市基幹公園

区　　　分

平成８年現在
（1996年）

大規模公園

 

 

第７  事業の概要 

 １ 身近な公園個性化事業の目的 

地域住民に最も身近な住区基幹公園を，住民参加のプランづくり等を行うこ

とにより，より愛着を持って親しまれる公園とすることを目的としている。 

 なお，都市公園法に基づく本市における都市公園の種類は以下のようになっ
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ている。 

 

都市公園法に基づく都市公園の本市における種類 

種 類 種 別 内   容 

幼児公園 

 

街区公園の一種であり，主として街区内に居住する者の利用に供

することを目的とする0.1ha未満の公園。 

街区公園 

 

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とする

0.1ha以上の公園。 

近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする

1.0haを標準とした公園。 

住区基幹 

 公 園 

 

 

地区公園 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的と

する公園。 

総合公園 市民全般の休息，観賞，散歩，遊戯，運動等総合的な利用に供す

ることを目的とする公園。 

 

 

 

基 

幹 

公 

園 

 

 
都市基幹 

公 園 

運動公園 市民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園。 

風致公園 

 

主として風致を亨受することを目的とする公園で樹林地，水辺地

等に自然条件に応じ適切に配置する。 

動植物公園 

 

動物園，植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて

適切に配置する。 

歴史公園 

 

史跡，名勝，天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目

的とする公園で文化財の立地に応じ適宜配置する。 

特殊公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霊  園 

 

 

その面積2／3以上を園地等とする景観の良好なかつ屋外レクリ

エーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で，都市

の実情に応じ配置する。 

大規模公園 広域公園 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需

要を充足することを目的とする公園で，地方生活圏等広域的なブ

ロック内の用意に利用可能な場所にブロック単位ごとに１か所

当たり面積50ha以上を標準として配置する。 

都 市 緑 地 

 

主として都市の自然的環境の保全ならびに改善，都市景観の向上

を図るために設けられる緑地。 

緑     道 災害時における避難路の確保，市街地における都市生活の安全性

及び快適性の確保等を図ることを目的として，近隣住区又は近隣

住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は

自転車路を主体とする緑地で公園，学校，ショッピングセンター，

駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 
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 ２ 事業開始年度 

身近な公園個性化事業（以下「本件事業」という。）は，平成16年度から重

点事業に位置づけられ，事業が開始されている。 

 

 ３ 監査対象公園及び整備実績 

本件事業は，平成16年度から重点事業として実施されているが，それ以前か

らワークショップを取り入れた公園プランづくりは行われていた。ワークショ

ップは，より市民に愛着を持って親しまれる公園を整備するための住民参加の

プランづくりの手段として非常に有効であると考えられており，本件事業にお

いても住民参加のプランづくりの主要な手段として取り入れられている。 

今回は，本件事業で整備された公園（以下「本件事業対象公園」という。）

との比較対照のため，本件事業開始以前にワークショップの手法を取り入れた

公園プランづくりにより整備された公園についても監査対象とする。 

 

【参考】 

ワークショップとは，本来作業場や工房を意味する語であるが，今日では

「体験型の講座」を指すことが多い。体験型の講座の意味でのワークショッ

プは，問題解決やトレーニングの手法であり，近年は企業の研修や住民参加

型まちづくりにおける合意形成の手法としてよく用いられている。 

一般的には，ワークショップは，ファシリテーターと呼ばれる司会進行役

が参加者が自発的に作業をする環境を整え，参加者全員が体験するものとし

て運営される。 

ワークショップの効果として，参加者同士の体験共有，意見表出，創造表

現，意見集約その他のコミュニケーションを深めることが期待されており、

まちづくりにおいては住民間の合意形成のスタイルとしても注目されてい

る。 

○公園づくりに係るワークショップの一般的な事例 

①ワークショップ参加者を募集する  

②参加者同士で自己紹介をし、相互のコミュニケーションを図る  

③現地（公園予定地）を見学する  

④他の地域の公園を見学する  

⑤どのような公園がよいか話合う  

⑥造園の専門家や市の意見などを聞く  

⑦案をまとめ（図面，模型，CGなど），発表する                

 

監査対象である，本件事業対象公園及び本件事業が開始される以前にワーク

ショップの手法を用いて公園プランを作成し整備された公園（以下「監査対象

公園」という。）は，以下のとおりである。 
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＜監査対象公園＞ 

(1) 本件事業対象公園 

共用開始
（予定）

（㎡） 年月
三宅西　 街区公園 1,397 南区三宅 H13 H17.4 有 新規
一本木 街区公園 2,872 中央区大宮 H13 H17.4 有 再
三筑　 街区公園 1,500 博多区三筑 H14 H17.4 有 新規
弥永東 街区公園 3,300 南区弥永団地 H16 H18.4 有 新規
馬出御所ノ内 街区公園 2,500 東区馬出 H16 H18.4 無 新規
愛宕南１号 幼児公園 440 西区愛宕南 H16 H18.4 無 新規
小笹北　 街区公園 3,602 中央区小笹 H15 H20.4 有 再
三苫浜中央 近隣公園 23,000 東区三苫 H16 H21.4 無 新規
鶴田北 街区公園 1,500 南区鶴田 H17 H19.4 無 新規
筥松南 街区公園 3,000 東区筥松 H17 H20. 無 新規
牟田原中 街区公園 1,851 南区井尻 H17 H19.4 無 再
老司緑地 都市緑地 7,000 南区野多目，老司 H17 H20.4 無 新規
那珂中央 街区公園 15,000 博多区竹下，那珂 H17 H21.4 無 新規
生松台中央 地区公園 24,867 西区生松台 H18 H22.4 有 新規
昭代南 街区公園 1,415 早良区昭代 H18 H20.4 無 新規
大池東 街区公園 987 南区大池 H18 H19.4 無 新規
中尾北 街区公園 1,500 南区中尾 H18 無 新規
城浜 近隣公園 14,400 東区城浜団地 H18 H20.4 無 再
桧原桜 街区公園 1,630 南区桧原 H18 無 新規
田村中央 近隣公園 11,000 早良区田村 H18 H22.4 無 新規

公園名
面積 公園愛護

会の有無
公園の種類 地区名

事業
開始
年度

新規・再
整備の

別

 
注：供用開始が平成19年５月以降のものについては予定 

 

(2) 本件事業開始以前にワークショップの手法を用いて公園整備を行った公

園 

（㎡）
長丘中 近隣公園 15,932 南区長丘 H9 H16.4 有 再
上牟田 街区公園 6,505 博多区上牟田 H9 H13.4 有 再
井相田 街区公園 2,051 博多区井相田 H11 H14.4 有 再
友丘西 街区公園 2,138 城南区友丘 H11 H14.4 有 再
田隈 街区公園 1,609 早良区田隈 H11 H14.4 有 再
曙 街区公園 990 早良区曙 H11 H14.4 有 再
音羽 街区公園 5,338 博多区博多駅南 H11 H16.4 有 再
住吉 街区公園 5,102 博多区住吉 H13 H16.4 有 再
永楽 街区公園 2,122 南区那の川 H12 H15.4 有 再
姪浜明治通り　 街区公園 1,098 西区姪の浜 H13 H15.4 有 新規

共用開始
年月

公園愛護
会の有無

新規・再
整備の

別
公園名 公園の種類 地区名

事業
開始
年度

面積
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 ４ 本件事業の流れ 

公園整備完了

公園愛護会の結成

ワークショップ開催(概ね４回）

整備工事維持管理再整備

地元自治会等との協議対象公園の選定

地元自治会等との協議
（公園プランについて）

（公園プラン作成方法について）

 
  (1) 対象公園の選定 

 整備又は再整備の計画がある住区基幹公園のうち，住民参加の公園づくり

が可能な箇所（近隣住民の公園の整備，再整備に対する要望が具体的，かつ

熱意があり，地域住民が主体となって公園のあり方を考えられると期待され

る箇所）について，本件事業により整備を行う。 

  (2) 地元自治会等と協議（公園プラン作成方法について） 

 本件事業対象公園となった公園のプランを作成するに当たり，住民の意見

を反映させるにはどのような方法がよいか地元自治会等と協議を行うが，各

地域の特性により，一般募集した地域住民によるワークショップの方法と，

地元自治会や既存のまちづくり組織等を地域代表として協議を行う方法に大

別される。 

  (3) 住民意見の反映，公園プラン作成 

    以下のア又はイの方法で行われる。 

   ア ワークショップ開催 

 (2)で公園プランに地元住民の意見を反映させる方法として，ワークシ

ョップが選ばれたときに実施される。参加者募集方法についても，地元自

治会等との協議で決定され，回覧や地域の掲示板への掲示等，その地区の

状況に応じた募集方法で行われる。また，ワークショップの途中経過や結

果についても，同様の方法で地域住民に周知されている。 

 ワークショップの開催が決定されると，「ワークショップ運営業務委

託」，あるいは，ワークショップ運営業務を含む「実施設計等業務委託」

として下記の業務が業者に委託されている。 

＜委託業務の内容＞ 

・ 全体計画（ファシリテーターの選定含む） 

・ ワークショップ開催準備・ワークショップ開催ニュースの発行 

・ ワークショップの記録の作成 

 ワークショップは概ね４回開催され，全体構成は以下のような目安で実

施される。参加者は小学生から高齢者まで多岐に渡っている。 

 ＜ワークショップの内容＞ 
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  ・ 公園のあり方について考え，現状を知る。（第１回目） 

  ・ 将来像を考える。           （第１～２回目） 

  ・ 前回のワークショップを基にした公園 

    プランのたたき台を提示し，具体像を 

    まとめる。              （第２～３回目） 

  ・ 最終案の確認             （第３～４回目） 

  ・ 整備後の公園の使い方を考える。    （第３～４回目） 

   イ 地元自治会等との協議（公園プランについて） 

 (2)で地元自治会等の地域代表を通して地元意見を公園作成に反映させ

ることとなったときに行う。地元自治会等の意見を受けて市が公園プラン

のたたき台を作成し，それを地元自治会等が協議して市に公園プランに対

する意見を再度提案する，ということが何度か行われる。 

  (4) 整備工事 

 (3)により作成された公園プラン（完成図）に基づき，基本計画図や基本計

画説明書の作成，実施設計等が行われ，これにより公園整備工事が実施され

る。 

  (5) 公園整備完了，公園愛護会の結成 

 公園の整備が終わり供用を開始する頃には公園愛護会が結成されることを

目指して，区役所から地元に公園愛護会結成の働きかけが行われる。 

 公園愛護会とは，公園が設置されている地域の自治会，町内会，子ども会

等の団体構成員により結成されている，公園の除草，清掃等の維持管理活動

を自発的に行う公園愛護団体である。公園愛護会に対しては，活動面積によ

り年間28,000円から36,000円の範囲で報償金が本市から交付されている。 

 なお，公園整備の完了後，市民への供用が開始される前に，公園の所管は

市長から区長に移され，区長の権限で管理を行うことになる。 

  (6) 維持管理 

 公園愛護会が軽微な維持管理を行い，施設の補修点検や大がかりな除草，

樹木の剪定，消毒等の維持管理については市が委託により行っている。 

 公園愛護会の主な活動内容は以下のとおりである。 

  ・ 除草，清掃（月１回以上） 

  ・ 公園施設の日常点検（月１回以上） 

  ・ 公園花壇の手入れ，灌水等 

  ・ 公園利用者に対する利用上の注意，指導の実施 

  (7) 再整備 

 公園は一般的に，整備後30年から40年を経過すると，施設の老朽化や樹

木の生長など物理的な要因に加えて，住民ニーズの多様化等の社会的な要因

によっても再整備の必要が生じてくる。平成16年４月現在，整備後30年以

上を経過（昭和49年以前に整備）した公園は，322箇所，200㌶となってい

る。 
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５ 決算額の状況 

本件事業における歳出決算額及び平成18年度歳出予算額については，以下の

とおりである。 

平成17年度歳出決算額及び平成18年度歳出予算額が前年度決算額と比較し

て大きく増加しているのは，福岡市土地開発公社に先行取得を依頼した土地の

買い取りのための用地費の増によるものである。 

 

○本件事業の歳出決算額の推移及び平成１８年度歳出予算 

単位：円
区　　　分 １６年度決算 １７年度決算 １８年度予算

用地費（補助） 384,000,000 381,000,000 1,349,200,000
工事費（補助） - 50,000,000 140,000,000
用地費（単独） - 397,627,347 460,800,000
工事費（単独） 45,225,600 75,769,050 107,200,000
委　　託　　料 15,139,131 13,156,500 49,500,000

計 444,364,731 917,552,897 2,106,700,000

 
注１:本件事業が重点事業として位置づけられたのは平成16年度からであり，平成16

年度以降の決算状況等を記載している。また，整備に係る用地の購入費，工事費，

委託料のみを計上しており，人件費や消耗品等の事務経費は含まれていない。 

注２：表中「補助」及び「単独」とあるのは，次の内容を意味する。 

補助：国の補助金の対象となった公園整備に係る事業費 

単独：市の予算のみで行われる公園整備に係る事業費 

 

 【参考】関連歳入 

  

単位：円
区　　　分 １６年度決算 １７年度決算 １８年度予算

国　　　　　　　費 128,000,000 152,000,000 519,700,000
市　　　　　　　債 274,000,000 567,000,000 1,577,700,000
寄　　　付　　　金 2,500,000 - -

都市開発基金繰入金 - 23,898,000 -
雇 用 保 険 料 7,650 8,000 -
収入証紙収入 - 300 -

計 404,507,650 742,906,300 2,097,400,000 

 

第８  監査結果 

   本件事業は，公園の整備において，ワークショップなどの手法を用い，より

多くの地域住民の声を反映した公園を整備しようとするものである。公園の整

備に地域住民全ての声を取り入れることは困難であるが，公園に関心を持つ地

域住民がワークショップに参加し，公園づくりに関わる機会があるということ

は，市民が公園への愛着や地域への関心を高めることの一助になっていると考

えられ，また，様々な意見を持っている地域住民の合意形成の場になり，コミ
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ュニティ活動の推進にも資するものと思われる。 

１ 供用開始の告示について 

 (1) 把握した事実 

   都市公園法第２条の２において，「都市公園は，･･･その管理をすること

となる者が，当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他

政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。」とされ，

公告する事項として都市公園法施行令第９条に「･･･都市公園の名称及び位置

並びに供用開始の期日とする。」とされている。 

また，福岡市公園条例第３条第１項においては「公園を設置し，その名称，

位置若しくは区域を変更し，又は廃止するときは，市長は，当該公園の名称，

位置，区域（廃止する場合を除く。）その他必要と認める事項を公示しなけ

ればならない。」とされ，実際に公園の供用を開始する時には，名称，位置，

区域，面積及び供用開始の期日が福岡市公報に登載され告示されている。 

しかしながら，監査対象公園で新たに整備され既に供用開始された公園

は，全て公告等がなされていなかった。 

   公園の供用開始時では下表のような理由があったため，公告等を行ってい

なかったとのことであるが，平成18年12月の監査時において，馬出御所ノ

内公園を除く全ての公園が供用開始から１年以上経過しており，姪浜明治通

り公園については３年以上が経過していた。 

 

  ○公告等が行われていなかった公園 

公 園 設置年月日 公告等を行わなかった理由 

姪浜明治通り公園 平成15年3月 公告等に必要な書類に不備が

あったため 

三筑公園 平成16年3月31日 〃 

三宅西公園 平成16年3月31日 〃 

愛宕南１号公園 平成17年10月28日 区役所に引き継ぐ内容につい

て一部不明瞭な部分があった

ため 

弥永東公園 平成17年10月28日 公園出入口の水路と公園の兼

用工作物協定の締結が遅れた

ため 

馬出御所ノ内公園 平成18年3月22日 当該公園は区画整理事業によ

り設置された公園であり，換

地が終了していないため 

注 設置年月日は公園台帳の「設置年月日」欄の記載による。なお，姪浜明治通

り公園については，同欄の記載がなかったため，同台帳の「沿革の概要」欄に

記載されていた整備完了年月を記載している。 
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(2) 指摘 

供用開始しながら公告等を行っていない公園については，速やかに公示さ

れたい。 

また，今後，公園の供用開始に当たっての公告等については，関係法令等

に則り遅滞なく行われたい。 

 

（注）公示 … 広義には，公の機関が，指定，決定などの処分その他の事 

項を公式に広く一般に知らせる行為又はその形式をいう。 

告示 … 国又は公共団体の行政機関がある特定の事項を不特定多

数の人に知らせること，すなわち公示の一形式。 

   公告 … 国，地方公共団体などの公的機関が，特定の事項を広く利

害関係者や一般の者に知らせることをいう。 

                 ※自治用語辞典（自治大学校編）より抜粋 

 

２ 本件事業対象公園の用地の取得について  

(1) 把握した事実 

本市においては，本市からの依頼により，福岡市土地開発公社（以下「土

地公社」という。）が先行取得した公共用地の長期保有の解消のため，本市

の買取に係るルール及び公社に対する事業要求依頼の採択に係る基準（「福

岡市土地開発公社への先行取得依頼に係る買取ルール及び採択基準につい

て」(平成16年12月24日付財財第1035号財政局長通知。以下「通知」とい

う。）が定められており，これに基づき土地公社への先行取得依頼や用地の

買取りを行うこととされている。 

通知によれば，平成17年度以降の先行取得について，各事業局は，原則と

して土地公社が用地を取得した翌年から起算して３年以内に用地を買い取る

ものとしている。 

本件事業対象公園の用地についても土地公社に先行取得を依頼しているも

のがあり，平成14年度以降の先行所得の依頼状況及び買取り状況は下表のと

おりである。土地公社に先行取得を依頼した公園用地の多くが４年以上経過

しても本市に買い取られておらず，公園としての整備がなされていない状況

にあった。 

さらに，通知においては，「原則として，買取前の工事着手は認められな

い。」とされているが，老司緑地については，買取り前に既に公園の整備工

事に着手されていた。 
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○本件事業対象公園用地の福岡市土地開発公社への先行取得の依頼状況及

び同公社からの買取状況  

公園名

(土地公社取得面積)

老司緑地 254,721,590 円 299,403,650 円 9,100,000 円

(6,005.90㎡) 563,225,240 円

桧原桜 147,704,816 円

(1,260.28㎡) 147,704,816 円

昭代南 368,704,700 円

(1,415.44㎡) 368,704,700 円

鶴田北 平成14年度 38,823,658 円

(414.34㎡) 38,823,658 円

那珂中央 59,756,423 円 129,013,748 円

(787.54㎡) 188,770,171 円

大池東 92,392,560 円

(987.10㎡) 92,392,560 円

三苫浜中央 1,108,366,425 円

(23,334.03㎡) 1,108,366,425 円

田村中央 657,493,000 円

(8,558.71㎡) 657,493,000 円

3,165,480,570 円 353,301,671 円 668,514,774 円 2,143,664,125 円

※１　土地公社からの買取額は土地の取得元金のみを記載している（土地公社の事務費や利息等は含まない）。
※２　本市が土地公社に対して支払う事務費や利息などの合計金額。平成18年度までに買取が終わっていない
　　　公園については支払見込金額を記載している。

土地公社事務
費・利息等　※２

平成14～15年度

平成14～15年度

平成15年度

平成14年度

平成14年度

12,214,170

5,568,960

円

円

円

－

円

円

円

円

円

計
(42,763.34㎡) (3,280.90.㎡) (6,074.26㎡) (33,408.18㎡)

223,610,509 円

(23,334.03㎡)
71,153,770

44,507,000

51,364,363

10,622,154

26,483,047

2,362,039

(8,558.71㎡)

－

－

－

－
(987.10㎡)

－

－

－

－

　　　　　－

(2,615.75㎡)

(414.34㎡)

(250.81㎡)

土地公社取得年度

土地公社取得元金

－

－

平成17年度

土地公社からの買取額及び買取面積　※１

平成14～15年度

平成15～17年度

平成18年度 平成19年度以降

(1,260.28㎡)

(536.73㎡)

(100.00㎡)

(1,415.44㎡)

(3,290.15㎡)

－

 
 

  (2) 意見 

土地公社からの用地の買取りを３年以内にすべきとしたルールについて

は，平成17年度以降に土地公社への依頼を行ったものに適用することとして

いる。しかしながら，上記公園用地については規模及び金額ともに大きく，

買取りを遅らせることに伴う利子負担や公園用地の管理に係る委託料等の経

費など，本市の財政に与える影響は大きいことから，当該公園用地の早期買

取りに努力するとともに，今後，土地公社への先行取得の依頼に当たっては，

３年以内の確実な買取りを前提とした事業計画を策定されたい。 

また，公園の整備に係る工事については，通知に従い，土地公社からの用

地買取り後に着手することを原則とされたい。 

さらに，土地公社の先行取得の有無にかかわらず，土地取得から整備完了

までに長期間を要している公園については，早期供用による市民の便益の向

上など，有効活用の観点から，早期の整備完了に向け努力されたい。 

 

３ 公園用地の管理について 

  (1) 把握した事実 

   公園台帳とともに保存されていた文書（平成14年４月17日作成）におい

て，１箇所の本件事業対象公園の敷地の一部（実測面積207.1㎡）について，

隣接地の所有者に駐車場等として無断で使用されている可能性が高く，当該
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所有者と，今後，更地での返還か隣接地との交換を前提にした交渉をする必

要があると思料するとの旨の記載がなされていた。しかし，当該文書作成以

降，交渉等は行われておらず，また，このことについての次の担当者への引

継等も行われていなかった（平成19年１月４日現在）。 

 (2) 指摘 

   今後，速やかに当該公園用地の不適切な使用の事実の有無を明らかにする

とともに，不適切な使用の事実があれば，適正に対処されたい。 

 

４ 公園の管理について 

    監査対象公園で，既に整備が終わり供用開始されている 16の公園の実地調

査を行ったところ，ほとんどの公園については概ね管理が行き届いていたが，

一部の公園について以下のような状況が見受けられた。 

 

(1) 施設，設備の破損について 

  ① 把握した事実 

   ア 長丘中公園 

水辺に設置されたウッドデッキの床等が経年劣化などにより破損して

おり，危険な状態であった。 

なお，当該施設については下水道局が所管するものであり，現地調査

後，立入禁止の措置がとられた。 

 

    
 

イ 姪浜明治通り公園 

     水飲み場の蛇口が破損したままになっていた。 
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  ② 意見 

公園施設などの維持管理に当たっては，劣化や破損の早期発見，早期対

応を行い，利用者の安全や利便性の確保に努められたい。 

   

(2) 広告物について 

  ① 把握した事実 

   公園の敷地内に不動産業者の広告やパンフレットを入れた移動式灰皿

が置かれている公園があった。 

   福岡市公園条例第２条第７項第６号により，公園管理者が許可した場合

を除き「はり紙若しくははり札をし，又は広告を表示すること」について

は，禁止行為とされている。広告を表示することについては一般的に許可

をしておらず，この広告も許可を受けたものではなかった。 

   不当な広告等が多い区については，月に２回程度巡回し，撤去している

とのことであるが，撤去しても次の広告を貼られ，なかなか減少しない傾

向にあるとのことであった。 

② 意見 

公園の広告物の管理については，非常に厳しい現状にあることは理解で

きるが，今後とも適正な管理に向け努力されたい。 

 

(3) 公園愛護会について 

  ① 把握した事実 

   実地調査を行った 16箇所の公園の清掃等は概ね行き届いていたが，一

部ゴミが散乱している公園があり，その内のいくつかの公園については，

公園愛護会が設置されていなかった。 

注… 公園愛護会については，公園整備が終わる頃から各区が地元に結成の

働きかけを行っているが，地元の町内会，自治会や子ども会等が母体と

なって結成される任意団体であり，市が地域に結成を義務づけているも
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のではない。 

また，土地区画整理事業などに伴い整備されたが，公園整備後，周辺

地域の住宅の整備が進まず，公園を利用する住民が少ないといった事情

や，主に独身世帯が居住するワンルームマンションが多いなど，その地

域の持つ様々な事情により公園愛護会の結成が難しいところもある。ま

た，公園愛護会は結成されているものの，会員の高齢化などにより，活

動が行われていないなど，現在，本市の住区基幹公園の内，公園愛護活

動が行われていない公園は，全体の22.3％（339箇所）となっている。 

東 博多 中央 南 城南 早良 西 計
結成済 283 170 61 197 103 190 177 1,181
未結成 93 55 57 42 5 38 49 339
計 376 225 118 239 108 228 226 1,520

結成率 75.3% 75.6% 51.7% 82.4% 95.4% 83.3% 78.3% 77.7%
※平成18年7月31日現在

●　区別公園愛護会結成公園数等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:か所）

 

       

  ○公園愛護会未結成公園のゴミの散乱状況 

 

 

② 意見 

   本件事業の対象公園は，地域の自治会等の団体から本市に対し，公園の

新設，再整備などについての陳情が行われるなど，公園整備に対する地元

の熱意が高いと感じられた公園であるため，公園愛護会が設置されるよう

地域団体への働きかけに努力されたい。 

     

５ 監査対象公園以外の公園も含めた管理等について 

監査対象公園を監査するに当たって，公園の管理全般に係る以下のような状

況が見受けられた 

 (1) 公園台帳の整備について 

① 把握した事実 
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公園管理者は，都市公園法第 17条第１項において，「その管理する都

市公園の台帳を作成し，これを保管しなければならない。」とされるとと

もに，同法施行規則第 11条第４項において，「調書及び図面の記載事項

に変更があったときは，公園管理者は，速やかにこれを訂正しなければな

らない。」とされている。 

都市整備局公園管理課に保管されていた監査対象公園の公園台帳を確

認したところ，台帳として綴じられたものはなく，各公園毎にクリアファ

イルが用意され，その中に，都市公園法等に掲げられた，公園台帳に記載

すべき事項の記入欄を設けた様式（以下「台紙」という。）１枚と，その

台紙に記載された事項に付随する様々な書類や図面等が挟み込まれてい

た。近年新設した公園に関する台紙は，法令等で必要とされる事項が記載

されていないものが多く，情報の整理はされておらず，現在の公園の施設

等の状況が把握できるものではなかった。また，監査対象公園以外の公園

についても同じように整理されていた。 

本市における公園管理者は各区長となっているが，区においても台紙が

ないものや，台紙があっても図面や書類が一緒に保管されているだけであ

るなど，情報が整理されている状態ではなかった。 

② 指摘 

    公園台帳については，関係法令等に基づき適正に作成，保管されたい。 

③ 意見 

   現在の公園台帳の様式はかなり以前から使われていることから，現在の

使用方法や公園管理形態にそぐわなくなっている場合は，作成や保管の方

法，使用しやすい様式，形態への変更も併せて考えられたい。 

   また，本市では，平成 16年６月に福岡市アセットマネジメント推進研

究会を設置し，本市施設の長期的修繕計画や更新，建替計画の策定など資

産全体としての計画的な管理（アセットマネジメント）を推進するための

研究を行い，平成 19年度中に各局それぞれの施設のアセットマネジメン

ト実施計画を策定する予定になっている。 

公園の再整備等の計画を策定し実行するためには，正確な公園の現状を

把握しておかなければならない。また，現状把握後も計画の見直しや適正

な管理の実施のため，常に状況の変化に合わせ情報を更新していく必要が

ある。一方，公園台帳についても公園施設等の状況に変更があれば，訂正

することとなっている。 

アセットマネジメント実施計画のための情報と公園台帳に記載する情

報は，どちらも公園の現状を把握するためのものであるため，一元的に管

理することについても併せて検討されたい。 

 

(2) 公園のゴミについて 

  ① 把握した事実 
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   実地調査時，公園愛護会が清掃等を行った時に集めたゴミが，公園の隅

に積まれている公園が見受けられた。 

公園のゴミ箱については，ゴミの不法投棄等の防止のため，原則設置し

ないこととされているが，公園の規模や場所により，一部ゴミ箱が設置さ

れている公園があり，公園愛護会がその管理を行っている。また，ゴミ箱

が設置されていない公園についても，公園愛護会が月に１回以上清掃活動

を行い，ゴミ等を集めている。 

   ゴミ箱のゴミや公園愛護会が集めたゴミは業者が回収しており，近くに

居住する市民が主な利用者である小規模な公園については月１回，大規模

な公園や駅が近く不特定多数の市民に利用されている公園については週

５回，ゴミの回収が行われている。 

小規模の公園では，概ね月１回行われる公園愛護会の清掃等の活動予定

に合わせて業者のゴミ回収計画が組まれており，通常，公園愛護会の活動

から２～３日以内にゴミの回収は行われている。しかし，悪天候等で公園

愛護会の活動が予定日以外に実施された場合等は，計画を調整して７日以

内にゴミの回収を行うようにしているが，場合によっては 10日後になる

こともあるとのことである。 

   現在，都市整備局ではこの問題の改善にむけ，検討を行っている。 

 

○三宅西公園  

   

 

  ② 意見 

公園の美観のため，また，公園の清掃活動に携わる公園愛護会の構成員

の意欲を維持するためにも，関係局等と連携をとりながら，効率的なゴミ

の回収のあり方について引き続き検討を進められたい。 

 

(3) 公園に関する苦情，要望情報の管理について 

  ① 把握した事実 
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   公園の管理等については，市のホームページを介して多くの苦情や要望

が寄せられているが，それ以外にも直接電話等で各区や都市整備局に苦情

が伝えられているとのことである。しかしながら，その苦情，要望につい

て情報として集積し，統計をとる等の管理はしていなかった。 

 ② 意見 

   市民の苦情，要望を数値等にして客観的資料にすると，どのような問題

があるのかや，その重軽の度合いが理解しやすく，市の関係する組織全体

で問題を把握することが容易になってくる。また，どの問題を率先してや

らなければならないか等の優先順位の決定にも役に立つと考えられる。 

   今後の公園管理に活用するため，市民から寄せられる苦情等の情報の集

積，分析などを行うことについて検討されたい。 

 

(4) 公園の管理費用について 

  ① 把握した事実 

公園の清掃については，各地区の公園愛護会が毎月実施している簡易な

除草清掃と，業者に委託して年数回行われる大がかりな除草，清掃，樹木の

剪定や必要時に行われるゴミの回収，週に２～３度行われるトイレ清掃等が

ある。また，施設の保守点検等については，公園愛護会の目視による日常点

検と，委託による保守点検，改善，改修等が行われている。 

厳しい財政状況の中，公園の維持管理費は年々減少しており，これにつ

いては，一部の公園において，委託により行っていた樹木の剪定や清掃等の

回数を減らすなどによって対応されている。 

一方，都市公園法施行令第１条において，市の区域内における都市公園

の住民一人当たりの敷地面積の標準は10㎡以上と定められており，現在，

本市においては，これを目標に公園整備が進められていることから，管理す

べき公園数は年々増加している。 

 

 

  市民１人当たり公園面積の推移
単位：㎡／人

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度
１人当たり公園面積 8.61 8.62 8.69 8.74 
※各年度４月１日現在 

 公園面積には国，県営公園面積も加算されている。 
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   住区基幹公園に係る委託料の推移   

１５年度 １６年度 １７年度
住区基幹公園管理に係る委託料（円） A 1,249,142,372 1,205,931,654 1,117,620,497
４月１日現在住区基幹公園数（か所） B 1,271 1,287 1,295
４月１日現在住区基幹公園面積（㎡） C 3,036,225 3,058,729 3,064,285

982,803 937,010 863,027
411 394 365

公園１箇所当たり委託料　　　A/B（円）
公園面積１㎡当たり委託料 　A/C（円）

※この委託料で行われている維持管理は，樹木，芝生の管理，施設の保守点検，修繕，

改修，除草，清掃，ゴミ搬出，トイレ清掃等である。 
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  ② 意見 

本市においては現在，アセットマネジメントを推進するための研究を行

い，公園の安全性や市民の満足度を確保しつつ，長期的な費用を低減させる

よう，平成19年度中に公園施設のアセットマネジメント実施計画を策定す

る予定になっている。 

遊具等の公園施設の維持管理については，長期的管理修繕計画に基づい

て実施していくことが有効であるが，公園の除草，清掃，巡回，利用指導に

ついては，日常的に継続して実施していくことが重要である。 

公園を市民にとって安らぎの場，身近なスポーツ，レクリエーションの

場，地域のふれあいの場として快適で使いやすいものとして維持していくた

めには，利用者，地域住民の協力，そして管理責任者である市の努力が必要

である。 

今後も管理の対象となる公園数は増加していくことが予想される。今一

度，既存の委託内容を精査し，より経済的，効率的な管理のあり方について

検討されたい。 

また，市民との共働という観点から日常的な管理の望ましいあり方につい

て検討するとともに，本市と自治会等の地域団体や公園愛護会との連携の強

化を図られたい。 

さらに，今後，公園の整備に当たっては，公園の規模の妥当性，遊戯施設

や休養施設，修景施設などの施設の必要性について，公園整備後の維持管理

費など長期的な観点から十分検討されたい。 

 

(5) 公園内での違法駐輪について 

  ① 把握した事実 

    音羽公園，住吉公園において，敷地内に自転車，バイクが多数違法駐輪

している状況が見受けられた。音羽公園については有料の自転車駐輪場が

併設されているが，それを利用せずに駐輪しているものが多数あり，中に

は駐輪場に停めている自転車が，出しにくくなるような形で駐輪している

ものもあった。 
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○音羽公園   

    

 

   ○住吉公園 

    

 

  ② 意見 

    違法駐輪は都心部（博多区，中央区）の公園で頻繁に見られる状況であ

り，今後，関係部局との連携をより強化し対応していくことが望まれる。 

 

(6) ホームレスによる不法占用等について 

  ① 把握した事実 

一部の公園についてホームレスが小屋などを建て不法に占用している状

況や，公園のフェンスを物干し代わりにしている状況が見受けられた。ま

た，福岡市のホームページに寄せられる市民の声で，ホームレスの公園の

違法占用に関する苦情が多く寄せられている。 

公園整備のためのワークショップにおいても，ホームレス対策としてト
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イレを設置しないこと，水場を設けないこと，ベンチは人が寝そべれない

ような形状にすることなどがワークショップ参加者から提案されている。

また，実際，新たに整備される公園については，トイレや屋根のついた休

養施設が設置されない傾向にあるなど，公園施設のあり方自体にも大きな

影響を与えている。 

現在，都市整備局及び博多区においては，専任の嘱託職員を配置し，不

法占用物件の撤去指導や勧告を行うことでその自主撤去を促し，撤去後に

再び不法占用されないような防止策も講じているところである。下表「ホ

ームレスが確認された公園数及び人数」のとおり，不法に占用されている

公園数及びホームレスの数は減少傾向にあるものの，依然多くの公園が不

法占用されている状況にある。 

 

○ホームレスが確認された公園数及び人数
単位：箇所，人

平成15年12月 平成16年8月 平成16年12月 平成17年8月 平成17年12月 平成18年8月

公園数 10 10 10 8 8 8
人数 34 29 26 23 22 19
公園数 27 30 29 26 32 31
人数 218 236 234 209 222 204
公園数 7 6 5 5 6 5
人数 136 138 125 100 93 99
公園数 5 6 6 5 5 5
人数 14 14 13 18 20 18
公園数 4 3 1 1 1 1
人数 8 6 1 1 1 1
公園数 6 5 8 4 3 3
人数 17 11 17 7 3 3
公園数 3 6 5 5 4 3
人数 12 36 29 30 31 28
調査年月 H15.12 H16.8 H16.12 H17.8 H17.12 H18.8
公園数 62 66 64 54 59 56
人数 439 470 445 388 392 372

※都市整備局公園緑地部公園管理課資料

合計

東区

博多区

中央区

南区

調査年月

城南区

早良区

西区
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○不法占用の状況 

音羽公園 

 

 

  井相田公園 

   

  

  ② 意見 

公園は誰でも自由に利用できることを原則としているが，本市の施設が

不法に占用されている事実及び市民の適正な利用が制約されているという

状況などから，このことは，公園の管理において重点的かつ早急に取り組

むべき課題だと思われる。 

今後，都市整備局，各区役所の連携強化を図るとともに，福祉施策との

連携等により，公園の不法占用の解消及び公園利用の適正化のため，さら

に努力されたい。 

 

第９  まとめ 

公園には，様々なタイプがあり，設置される地域や利用する個人それぞれによ

り公園の使途，利用する目的が違い，理想とする公園も異なってくる。 
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このような中，ワークショップという手法を用いて，できるだけ多くの地域住

民の声を反映した公園を整備しようとしている。公園に関心がある地域住民がワ

ークショップに参加し，その意見を集約した公園プランの作成に関わる機会があ

るということは，市民の公園への愛着を高め，地元への関心を持つことの一助に

なっていると考えられる。 

しかしながら，ワークショップには一部の住民しか参加できないという面もあ

り，アンケート調査やインターネット等を利用し公園整備に関する意見を募集す

るなど，市民の声を幅広く把握する努力も必要ではないかと考える。 

また，市民の公園に対する満足度をあげ，公園の寿命を延ばし，長期間よりよ

く利用していくためには管理が大切である。アセットマネジメントで，今後の公

園施設の管理計画が策定される予定であるが，日常的管理についても，市民との

共働の観点を踏まえ，より効率的な管理のあり方について検討されたい。 

また，違法駐輪やホームレスの問題など，現在，公園管理において抱えている

課題の中には，他部局においても重要な課題として取り組まれているものがあ

る。これらの課題の解決に当たっては，全市的な取り組みが必要であり，今後，

関係部局とのより一層の連携強化を図り，公園管理の諸問題に取り組まれたい。 

 


