平成 18 年度行政監査（身近な公園個性化事業について）
19 監査公表第 12 号（平成 19 年 7 月 2 日付 福岡市公報第 5464 号公表）分
１

供用開始の告示について
監 査 の 結 果

措 置 の 状 況

】
供用開始しながら公告等を行っていな 【措置済（H19.11.21 通知）
い公園については，速やかに公示された
い。

指摘された供用開始しながら告示を
行っていない公園については、平成１９

また，今後，公園の供用開始に当たっ 年３月及び９月に設置の告示を行った。
ての公告等については，関係法令等に則 また、今後，公園の供用開始に当たって
り遅滞なく行われたい。
（指摘）

の告示については，関係法令等に則り遅
滞なく行っていく。

２

本件事業対象公園の用地の取得について
監 査 の 結 果

措 置 の 状 況

土地開発公社からの用地の買取りを３ 【措置済(H20.7.3 通知)】
年以内にすべきとしたルールについて

本件事業対象公園については用地の早

は，平成 17 年度以降に土地開発公社へ 期買い取りに向けて重点的に予算の確保
の依頼を行ったものに適用することとし に努めている。
ている。しかしながら，本件事業対象公

現在、新たに土地開発公社に先行取得

園で，土地開発公社に先行取得を依頼 を依頼している箇所は舞鶴公園のみであ
し，4 年以上経過しても本市に買い取ら り、本件対象となった身近な公園個性化
れていない公園用地については規模及び 事業では、平成 18 年度以降土地開発公
金額ともに大きく，買取りを遅らせるこ 社へ新たな先行取得の依頼は行っていな
とに伴う利子負担や公園用地の管理に係 い。
る委託料等の経費など，本市の財政に与

また、土地開発公社が先行取得した箇

える影響は大きいことから，当該公園用 所の公園整備については、買い取り後の
地の早期買取りに努力するとともに，今 整備着手を原則とするよう、今後とも努
後，土地開発公社への先行取得の依頼に めていく。
当たっては，３年以内の確実な買取りを （参考）
前提とした事業計画を策定されたい。

監査時点で未買い取り用地があった老

また，公園の整備に係る工事について 司緑地については、平成 19 年８月に、
は，通知に従い，土地開発公社からの用 昭代南公園については同年 12 月に、そ
地買取り後に着手することを原則とされ れぞれ全ての買い取りが完了し、早期供
たい。

用に向け整備工事に着手している。ま

さらに，土地開発公社の先行取得の有 た、三苫浜中央公園についても、平成 19
無にかかわらず，土地取得から整備完了

年 12 月に全ての買い取りが完了し、

までに長期間を要している公園について ワークショップ方式で設計を進めてい
は，早期供用による市民の便益の向上な る。残る田村中央公園(平成 17 年度先行
ど，有効活用の観点から，早期の整備完 取得依頼)についても、平成 20 年度予算
了に向け努力されたい。
（意見）

で買い取りが完了する予定であり、本件
事業対象公園の買い取りが全て完了する
ことになる。

３

公園用地の管理について
監 査 の 結 果

措 置 の 状 況

】
今後，速やかに敷地の一部について隣 【措置済（H30.2.14通知）
接地の所有者に無断で使用されている可

不法占用の状況は認識してはいるもの

能性が高い公園用地の不適切な使用の事 の，神社社務所として活用中であり，撤去
実の有無を明らかにするとともに，不適 等に係る資力も乏しいことから，即時の不
切な使用の事実があれば，適正に対処さ 法占用解消の実現は困難である。
れたい。
（指摘）

従って，社務所の建替えや大規模な補修
（みどり運営課）

時に不法占用の解消を図ることについて，
地元町内会了解の下，平成 29 年１月 11 日
付で本市と神社宮司の署名・押印による覚
書（書面）の取り交しを行った。

４

公園の管理について
監 査 の 結 果

(1)

施設，設備の破損について

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。
（意見）

措 置 の 状 況
【その他（H20.7.3通知）
】
公園内施設の点検については、
①区及び(財)森と緑のまちづくり協会
職員が随時行う日常点検
②年間管理委託業者による年３回の巡
回点検
③遊具業者による年１回の専門的な遊
具の安全点検を行っている。
さらに、職員による日常点検を補う
ものとして、約８割の公園で結成され
ている公園愛護会が月１回以上調査点
検を行っている。
これらの点検を行いながら、公園施
設の劣化や破損の早期発見、早期対策
を行っている。
なお、意見の対象となった都市整備

局所管の公園は、地元の要望を受け、
取り外したもので破損しているもので
はない。
また、下水道局所管の公園は、当該
局が立ち入り禁止の措置を行ってい
る。
(2)

広告物について

公園の広告物の管理については，非常

【措置済（H19.11.21通知）
】
不当な広告物の対応については、公園

に厳しい現状にあることは理解できる 管理者において撤去等実施している。
が，今後とも適正な管理に向け努力され

今後とも、巡回等を徹底し、撤去に努

たい。（意見）

めていく。

(3)

【措置済(H24.8.16通知)】

公園愛護会について

本件事業の対象公園は，地域の自治会

本件事業の対象公園の愛護会設置につ

等の団体から本市に対し，公園の新設， いては、ワークショップの参加者（団
再整備などについての陳情が行われるな 体）に対して呼びかけを行ってきた結
ど，公園整備に対する地元の熱意が高い 果、その多くの対象公園において設置さ
と感じられた公園であるため，公園愛護 れた。
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。
（意見）

５

今後も、対象公園の地域団体への愛護
会設置の働きかけに努めていく。

監査対象公園以外の公園も含めた管理等について
監 査 の 結 果

(1) 公園台帳の整備について
公園台帳については，関係法令等に基

措 置 の 状 況
【措置済(H24.8.16通知)】
公園台帳を電子化し、平成24年4月か

づ き 適 正 に 作 成 ， 保 管 さ れ た い 。（ 指 ら運用を行っている。
摘）
現在の公園台帳の様式はかなり以前か 【措置済(H24.8.16日通知)】
ら使われていることから，現在の使用方

公園台帳の電子化を行い、インター

法や公園管理形態にそぐわなくなってい ネットを通じて、情報共有できる公園管
る場合は，作成や保管の方法，使用しや 理システムを平成２４年４月から導入し
すい様式，形態への変更も併せて考えら た。
れたい。

それにより、ログインＩＤとパスワー

また，公園の再整備等の計画を策定し ドを所持する関係職員および外郭団体で

実行するためには，正確な公園の現状を 情報共有できることとなった。
把握しておかなければならない。

また、ログインＩＤによりシステム権

現状把握後も計画の見直しや適正な管 限を、「閲覧のみ」「閲覧、編集可」「フ
理の実施のため，常に状況の変化に合わ ルアクセス」など分けることができ、適
せ情報を更新していく必要がある。一 当な権限を割り振ることにより、リアル
方，公園台帳についても公園施設等の状 タイムの公園台帳を更新ができることと
況に変更があれば，訂正することとなっ なった。
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。
（意見）
(2) 公園のゴミについて
公園の美観のため，また，公園の清掃

【措置済（H20.7.3通知）
】
ゴミの回収については、(財)森と緑の

活動に携わる公園愛護会の構成員の意欲 まちづくり協会から業者へ委託し、定期
を維持するためにも，関係局等と連携を 的な回収を行っている。回収は愛護会の
とりながら，効率的なゴミの回収のあり 清掃実施日との調整をとりながら、毎月
方について引き続き検討を進められた の予定を業者から事前に提出させ、回収
い。（意見）

日を決定している。
しかしながら、雨等の理由により、清
掃実施日がずれることから、回収日との
ずれが生じ、回収に日数がかかってい
る。
このため、直営の回収等効率的なゴミ
の回収について、環境局等の関連機関と
協議を行っている。

】
(3) 公園に関する苦情，要望情報の管理 【措置済（H20.7.3通知）
について

市民からの苦情、要望があった場合、

市民の苦情，要望を数値等にして客観 作業実施の内容を区役所から森と緑のま
的資料にすると，どのような問題がある ちづくり協会へ指示するシステムを構築
のかや，その重軽の度合いが理解しやす している。
く，市の関係する組織全体で問題を把握

しかしながら、苦情、要望に関する情

することが容易になってくる。また，ど 報を数値化するなど組織全体で問題を把
の問題を率先してやらなければならない 握するまでには至っていない。

か等の優先順位の決定にも役に立つと考
えられる。

今後、当該システムを活用し、情報の
集積、分析を行うこととしている。

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。（意見）
(4) 公園の管理費用について
今後も管理の対象となる公園数は増加

【措置済（H21.7. 31通知）
】
公園管理予算については、ここ数年の

していくことが予想される。今一度，既 管理予算激減により、これまで、コスト
存の委託内容を精査し，より経済的，効 削減の検討、実施や、管理項目の削除を
率的な管理のあり方について検討された 含めた管理内容の見直しを行っている。
い。

その結果、公園の安全性、快適性を確

また，市民との共働という観点から日 保、維持する観点からこれ以上の管理費
常的な管理の望ましいあり方について検 の削減は困難であるが、引き続き、委託
討するとともに，本市と自治会等の地域 内容の精査等を行っていく。
団体や公園愛護会との連携の強化を図ら
れたい。

また、効率的な管理のあり方について
は、平成２０年度まで実施した地域内連

さらに，今後，公園の整備に当たって 携公園管理モデル事業の成果を踏まえ、
は，公園の規模の妥当性，遊戯施設や休 平成２１年度より地域内連携公園管理事
養施設，修景施設などの施設の必要性に 業を実施していくこととした。
ついて，公園整備後の維持管理費など長

今後の公園の整備に当たっては、公園

期的な観点から十分検討されたい。（意 の管理費と整備費の総合的なバランスを
見）

考慮し進めていく。

(5) 公園内での違法駐輪について

【措置済（H20.7.3通知）
】

違法駐輪は都心部（博多区，中央区）

違法駐輪については、現在、関係部局

の公園で頻繁に見られる状況であり，今 （土木局道路管理課、自転車対策課、博
後，関係部局との連携をより強化し対応 多区、中央区等）と連携しながら、車止
していくことが望まれる。
（意見）

め等でバイク等が公園内に進入できなく
する等の対策を行っている。
今後も関係部局との連携を強化しなが
ら、対応にあたる。

】
(6) ホームレスによる不法占用等につい 【措置済（H20.7.3通知）
本市公園のホームレスによる不法占用

て

公園は誰でも自由に利用できることを については、最重点課題であると認識し
原則としているが，本市の施設が不法に ており、区役所との連携強化並びに保健
占用されている事実及び市民の適正な利

福祉局等との連携を図り、自立支援に努

用が制約されているという状況などか めている。
ら，このことは，公園の管理において重 このため、博多区に平成13年度、専任の
点的かつ早急に取り組むべき課題だと思 嘱託員を２名、15年度には専任主査を配
われる。

置した。 また、博多区を除く地域につ

今後，都市整備局，各区役所の連携強 いては、都市整備局に16年度、専任の嘱
化を図るとともに，福祉施策との連携等 託員を２名配置し、公園のホームレスに
により，公園の不法占用の解消及び公園 よる不法占用の是正指導を強化してい
利用の適正化のため，さらに努力された る。
い。（意見）

また、平成19年８月に設置された「福
岡市ホームレス自立支援推進協議会」に
おいて関係団体や機関相互の情報交換を
行うなど、今後とも関係部局等との連携
を図りながら不法占用等の解消に努め
る。

