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第１ 行政監査とは 

 行政監査は、公正で能率的な行政の確保に応えるために、平成 3年の地方自治法改正に

より新たに監査委員の権限・責務として加えられたものである。 

 これにより、監査委員は、必要があると認めるときは地方自治法第 199 条第 2 項に基

づき、特定の事務又は事業について、法令に従って適正に処理されているかという観点に

加えて、費用対効果や所期の成果などについて、経済性、効率性、有効性などの観点から

実施するものである。 

 

第２ 監査のテーマ 

「公園の維持管理について」 

 

第３ 監査の目的 

 現在、長門市は小規模な児童の遊び場から近隣住区外からも人が訪れる総合公園に至る

まで多種多様な公園を保有しているが、その多くが 20年以上前に整備されたものであり、

公園数やその規模については、当時の社会環境を背景とした市民ニーズや財政状況を反映

したものとなっている。 

 現在の公園の多くは、施設の老朽化により維持管理費の増加が見込まれる一方で、人口

減少に伴って利用者数は減少傾向にあり、厳しい環境下におかれている。 

 その一方で、公園は市民の憩いや遊びの場としての役割のみならず、地域コミュニティ

の中心地や防災の拠点などの様々な機能が期待される施設でもある。 

 このため、現状の公園の維持管理の実態や利用状況を調査・検証し、今後の適正な公園

管理に資することを目的として、本年度の監査対象とするものである。 

 

第４ 監査の実施概要 

 １ 監査の期間 

   平成 28年 12月 2日から平成 29 年 2 月 28日まで 

 

 ２ 監査の対象 

 長門市が主体で設置した公園のうち、下記の条件に該当する公園から 34施設を抽出

して監査の対象とした。 

（１）長門市都市公園条例で定められた都市公園 

（２）長門市農村公園条例で定められた農村公園 

（３）長門市スポーツ施設条例に定められたスポーツ施設のうち、「公園」及び「パーク」

という語句が名称につく施設 

（４）その他の公園及び児童遊び場のうち、平成 27年度において市が維持管理費の一部も

しくは全てを支出している公園 
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図表１ 監査対象公園一覧 

NO. 公園の名称 種別 担当課 

 １ 長門市総合公園 都市公園 都市建設課 

 ２ 小河内公園 都市公園 都市建設課 

 ３ 三隅総合運動公園 スポーツ施設 生涯学習スポーツ推進課 

 ４ 日置総合運動公園 スポーツ施設 生涯学習スポーツ推進課 

 ５ 油谷総合運動公園 スポーツ施設 生涯学習スポーツ推進課 

 ６ 油谷コミュニティーパーク スポーツ施設 生涯学習スポーツ推進課 

 ７ 千畳敷公園 その他の公園 観光課 

 ８ 菅無田公園 その他の公園 観光課 

 ９ 妙見山展望公園 その他の公園 観光課 

１０ 楊貴妃の里 その他の公園 観光課 

１１ 湯免公園 その他の公園 観光課 

１２ 湯免ふれあい広場 その他の公園 観光課 

１３ 王子山公園 その他の公園 観光課 

１４ 湊はまゆう公園 その他の公園 都市建設課 

１５ 駅南児童公園 1号 その他の公園 都市建設課 

１６ 駅南児童公園２号 その他の公園 都市建設課 

１７ 田屋後田公園 その他の公園 都市建設課 

１８ 西深川児童公園 その他の公園 子育て支援課 

１９ 江良児童遊び場 その他の公園 子育て支援課 

２０ 油谷児童公園 その他の公園 子育て支援課 

２１ 仙崎児童公園 その他の公園 子育て支援課 

２２ 川西住宅児童公園 その他の公園 子育て支援課 

２３ 赤崎山児童公園 その他の公園 子育て支援課 

２４ 通児童遊び場 その他の公園 子育て支援課 

２５ 境川児童遊び場 その他の公園 子育て支援課 

２６ 正明市児童遊び場 その他の公園 子育て支援課 

２７ 小河内児童遊び場 その他の公園 子育て支援課 

２８ 山小根児童遊び場 その他の公園 子育て支援課 

２９ 川西農村交流施設 農村公園 農林課 

３０ 宗頭農村公園 農村公園 農林課 

３１ 小島農村公園 農村公園 農林課 

３２ 稲石農村公園 農村公園 農林課 

３３ 油谷中畑農村公園 農村公園 農林課 

３４ 本郷農村公園 農村公園 農林課 
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注１ その他の公園及び児童遊び場の抽出にあたり、市営住宅内に位置する児童遊園など、

特定施設内に位置する公園や遊び場については対象外とした。また、主として都市公

園法第 2 条第 2 項に例示される公園施設が設置されている公園を優先するものとし、

海浜公園や林間自然遊歩道など、その大部分が自然公物で構成される公園は今回の監

査対象から除いている。 

注２ 公園の名称については設置条例があるもの（都市公園等）は条例により定められた

名称による。その他の公園（設置に係る法令・条例等が無い広義の公園）で複数の通

称・愛称を持つ公園については、本市が使用している呼称のうち主なものとした。 

 

 ３ 監査の着眼点 

   監査の着眼点は、下記のとおりである。 

（１）公園の財産管理について 

 ア 台帳は整備されているか 

 イ 占用許可などは適正に行われているか 

（２）公園の利用実態について 

 ア 公園は十分に利用されているか 

 イ 公園の設置目的に即した利用がなされているか 

 ウ 利用者のニーズは充足されているか 

（３）公園施設機能について 

 ア 公園の設置目的に応じた施設機能を有しているか 

 イ 利用者の安心・安全に配慮した施設整備がなされているか 

（４）公園の維持管理について 

 ア 適正な管理計画が作成されているか 

 イ 公園の設置目的に応じた管理状況にあるか 

 ウ 委託業務の事務執行及び業務の実施時期等は適正か 

 エ 付帯施設の維持及び衛生管理は適正か 

（５）市民協働の取り組みについて 

 ア 公園管理について、地域住民の参加を働きかけているか 

 

 ４ 監査の方法 

 公園の維持管理状況を確認するため、調査票の提出を求めて審査するとともに、実

際に現地を検査した。また、公園の運営管理に係る事業の出納及びその他の事務の執

行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に、関係書類を検査するとともに、

必要に応じて関係職員から説明を聴取した。 

（注） 文中及び各図表中の数値は、原則として所管課から入手した資料、又は本市が 

    公表している資料から引用している。 
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第５ 公園について 

 １ 公園の定義について 

 一般に公園と呼ばれるものには、自然公園法に規定する自然公園のような地域制公

園と、都市公園法に規定する都市公園のような営造物公園の二形態がある。 

 本件監査の対象とする公園は、長門市が設置した営造物公園であり、都市公園法の

定める「都市公園」とそれ以外の「その他の公園」に分類される。 

 

図表２ 公園分類図（「公園とみどり 国営公園の位置づけ」（国土交通省）参照） 

 

（１）地域制公園 

 地域制公園とは、国又は公共団体である行政主体が一定区域を土地の所有に関わら

ず指定し、行為規制等によりその区域の自然保護や景観維持を図っている公園である。 

 主に土地の権限を全て取得することが困難である広域規模の公園（国立公園などの

自然公園やその他の保護地域など）や、農林業などの土地利用が行われることによっ

て形成されている風景（棚田、雑木林など）を保護していくことを目的としている。 

（２）営造物公園 

 営造物公園とは、行政主体が一定地域を構成する土地物体に対する権限に基づいて

直接に公の目的に供用する営造物であり、公園全体が施設として管理される。このよ

うな公園の設定手法は、土地利用目的が明確であるため公園としての管理がしやすい

という利点があるが、その反面、権限取得のための財政的負担も大きくなる。 

 地方公共団体が設置する営造物公園は、都市公園法に規定される「都市公園」と、

その他の定義のない公園を包括的に含む「その他の公園」に大別される。 

① 都市公園 

 都市公園は都市公園法により規定され、その用途や規模によって図表３のとおり分

類される。本市が長門市都市公園条例により設置している都市公園は、地区公園に区

分される小河内公園と、総合公園に区分される長門市総合公園の二か所である。 

 

公
園 

営造物公園 

国の営造物公園 

国民公園 

都市公園 

地方公共団体の 

営造物公園 

都市公園 

その他の公園 

地域制公園 

国立公園 

国定公園 

都道府県立自然公園 

…自然公園法 

…都市公園法 

…環境庁設置法 
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 図表３ 都市公園の分類（「公園とみどり 都市公園」（国土交通省）参照） 

種

類 
種別 定義 

住
区
基
幹
公
園 

街区公園 もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園。 

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公園。 

地区公園 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園。 

都
市
基
幹
公
園 

総合公園 都市住民全般の休息、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。 

運動公園 都市住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。 

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。 

レクリエ

ーション

都市 

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レ

クリエーション需用を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基

づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種の

レクリエーション施設が配置される一団の地域。 

国営公園 
主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供すること

を目的として、国が設置する大規模な公園。 

緩
衝
緑
地
等 

特殊公園 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園。 

緩衝緑地 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート

地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地。 

都市緑地 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図る

ために設けられている緑地。 

緑道 災害時における避難路の確保、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。 

※近隣住区＝幹線街路等に囲まれたおおむね 1㎞四方（面積 100ha）の居住単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

② その他の公園 

 都市公園法に基づく都市公園以外の公園で、市町村が都市公園法第 2 条第 2 項に基

づく公園施設（園路・広場、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、

便益施設、管理施設、その他公園の効用を全うする施設）と同種の施設を設置管理し

ている施設であり、公園としての実態を備え、一般の利用に供している児童公園、運

動公園等の公園をいう。 

 長門市農村公園条例に基づく農村公園及び長門市スポーツ施設条例に基づくスポー

ツ施設に該当する公園についても、その他の公園に区分される。 

 

 ２ 公園の機能について 

（１）公園の効果 

 公園や緑地は都市環境の改善、都市の防災性の向上、レクリエーション需要の充足

などの様々な役割を有する。その効果は、一般に存在効果と利用効果に大別される。 

① 存在効果 

 公園緑地が存在することによって都市機能、都市環境等都市構造上にもたらされる

効果。（例：環境衛生的効果、災害防止効果、心理的効果、経済的効果など） 

② 利用効果 

 公園緑地を利用する都市住民にもたらされる効果。（例：肉体・精神の健康増進効果、

スポーツやコミュニティ活動の場としての効果など） 

 

第６ 監査の結果 

 １ 公園の利用状況について 

（１）公園の分布 

 監査対象公園は図表４のとおり分布している。 

 図表４ 監査対象公園分布図  
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 １ 長門市総合公園 １３ 王子山公園 ２５ 境川児童遊び場 

 ２ 小河内公園 １４ 湊はまゆう公園 ２６ 正明市児童遊び場 

 ３ 三隅総合運動公園 １５ 駅南児童公園１号 ２７ 小河内児童遊び場 

 ４ 日置総合運動公園 １６ 駅南児童公園２号 ２８ 山小根児童遊び場 

 ５ 油谷総合運動公園 １７ 田屋後田公園 ２９ 川西農村交流施設 

 ６ 油谷コミュニティーパーク １８ 西深川児童公園 ３０ 宗頭農村公園 

 ７ 千畳敷公園 １９ 江良児童遊び場 ３１ 小島農村公園 

 ８ 菅無田公園 ２０ 油谷児童公園 ３２ 稲石農村公園 

 ９ 妙見山展望公園 ２１ 仙崎児童公園 ３３ 油谷中畑農村公園 

１０ 楊貴妃の里 ２２ 川西住宅児童公園 ３４ 本郷農村公園 

１１ 湯免公園 ２３ 赤崎山児童公園  

１２ 湯免ふれあい広場 ２４ 通児童遊び場 

 

（２）公園の利用状況 

 図表５ 公園の利用状況評価 

 

評価基準 

１．頻繁に利用されている  … ほぼ毎日利用されている 

２．しばしば利用されている … 定期的な頻度で利用されている 

３．たまに利用されている  … さほど頻度は高くないが利用されている 

４．ほとんど利用されていない… 利用者は少数だがまれに利用されている 

５．まったく利用されていない… 利用の実態が無い 

 長門市総合公園など一部の公園を除く市内の公園には管理人が常駐しておらず、利

用者の正確な集計は不可能である。このため、利用状況は公園の規模や環境などの勘

案の下に、所管課の主観による一律的な５段階評価として集計することとした。 

 監査対象公園では、「３．たまに利用されている」とさほど利用頻度は高くないと評

価された回答が 18件となり、52.9％を占めている。これらのうち多くは近隣住区住民

の利用に供されている小規模な児童の遊び場や農村公園である。 

1 

1 

18 

9 

5 

0 5 10 15 20

５．まったく利用されていない 

４．ほとんど利用されていない 

３．たまに利用されている 

２．しばしば利用されている 

１．頻繁に利用されている 

公園の利用状況（5段階） 
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 次いで「１．頻繁に利用されている」「２．しばしば利用されている」と利用頻度が

高く評価されている回答が 14件となり、全体の 41.2％を占めている。 

 しかしながら、「４．ほとんど利用されていない」「５．まったく利用されていない」

と利用頻度が低く評価されているものが 2件存在した。 

 公園としての利用の実態がなく、今後も活用が望めない公園については、防災空地

等への用途変更や普通財産への所管替えなども視野に入れ、維持費の縮減と財産の有

効活用を図られたい。 

（３）公園の用途 

 調査対象公園のうち、「設置目的に即した利用が十分になされていない」と回答があ

った公園は 12件であった。回答の理由としては、主に利用が想定されていた対象年齢

層人口の減少や、利用者の固定化などが挙げられた。 

 また、児童の遊び場として整備されたが現在では高齢者の憩いの場となるなど、当

初の想定と異なる利用目的で活用されている公園もあった。こうした利用用途の変化

は、年月の経過により近隣住区住民の年齢構成や利用者のニーズが変遷してきたこと

に伴う結果であると推察される。 

 公園の整備については、設置時の目的を達成するためだけでなく、現在及び将来に

予想されるニーズの変化に応じて柔軟に対応していく必要があるものと考えられる。 

 

 ２ 公園の管理状況について 

（１）公園の財産管理について 

  ① 公園台帳について 

 都市公園 2件について、都市公園法第 17条に定められた公園台帳が整備されている

ことを確認した。 

 都市公園を除くその他の公園については、管理に係る台帳の作成について法的な義

務は有していないものであるが、適切な公共施設管理のためにも、新公会計制度への

移行に伴う固定資産台帳整備に連動して公園台帳を整備することが望ましいと考える。 

  ② 公園の占用許可について 

 公園は行政財産であるため、用途又は目的外の使用をする場合には、長門市財務規

則第 150・151条（自動販売機の設置については「長門市行政財産における自動販売機

設置事務取扱要領」）の規定に基づいて行政財産の目的外使用又は貸付の許可が必要と

なる。 

 本市公園の目的外使用は、主に自動販売機の設置に係るものである。監査対象公園

のうち、自動販売機が設置されている施設は 9 件であり、その全ての公園において自

動販売機の占用許可手続きは適正に行われていた。 

 

 

 

 

 

 



9 

 

（２）公園の施設機能について 

 監査対象公園（全 34件）のうち、主な公園施設の設置状況については次のとおりで

ある。 

図表６ 主な公園施設の設置状況 

施設名 設置公園数 備考 

園名板（碑） 16  

施設案内・注意書き 17  

トイレ 16 うち多目的トイレ有り 6件  

水飲み場 19  

遊具 24  

 施設機能に係る意見及び要望は次のとおりである。 

（園名・連絡先の表示について） 

 公園のうち、園名板があるものは 16件（47.1％）であった。また、施設案内・注意

書きを含む掲示物のうち連絡先表示があるものについて、連絡先の情報が最新でない

ものは 3件であった。 

 利用者からの情報提供や通報等に迅速に対応するためにも、担当課及び連絡先を適

切に表示されたい。 

（トイレについて） 

 トイレが設置されている公園 16 件のうち、多目的トイレが設置されている公園は 6

件であった。 

 バリアフリー非対応の施設について、特に主要な公園や観光の目的に供されている

公園などについては、ホスピタリティの観点からも計画的な対応が望ましいと考える。 

（遊具について） 

 遊具については破損しているものが 2 件あったが、いずれも担当課にて発見されて

おり、急を要するものについては修繕（予定）や使用禁止等の措置がなされているこ

とを確認した。 

【意見・要望】 

・特に子供の利用のための砂場については、砂不足、雑草繁茂、礫混入などにより、

多くの施設で利用ができない状態になっている。安全面からも早期に対策されたい。 

・砂場に限らず、既に使用不可能な状態にある遊具や遊休化している遊具については、

事故防止の観点からも撤去もしくは他の利用実態がある児童公園等への移設などの対

策を検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

  左：一部破損した遊具  中央：使用禁止状態の遊具   右：利用不可能な砂場 
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  （植栽管理について） 

 植栽観賞の用途に供されている公園について、花木の剪定など一部適正に管理がさ

れていないものが見受けられた。 

（施設機能について） 

 日本海から油谷湾まで広がる展望台からのパノラマ風景を目的として整備された展

望公園は、整備当時は展望台の裾野に造成された芝生広場からの眺望も魅力であった。

しかしながら公園周辺の立木の成長に伴い、現在では視界が遮られて閉塞された空間

となっている。 

 

 

 

 

 

左：視界を遮る立木 

 

（その他の施設について） 

 水飲み場については、水が出ないもの、給水が中止されているにも拘わらず蛇口が

撤去されていないもの、排水機能が不良となっているものなどが散見された。衛生面

の観点からも適切に管理されたい。 

 

 

左：排水溝に雑草が 

  繁茂した水飲み場 

右：給水が停止された 

  水飲み場 

 

（３）市民協働について 

 本市は都市計画法に基づきまちづくりの方針を定めた「長門市都市計画マスタープ

ラン」（平成 27 年 3 月）において、公園の維持管理について市民協働の取り組みを推

進していく姿勢を示しているが、同プランの作成にあたり実施されたアンケートでは、

身近な公園や公民館などの公共施設の維持管理のあり方について、回答者の 40.3％が

「市がすべて管理すべき」と選択している一方で、「地域住民レベルで維持・管理」も

しくは「まちづくり団体等による管理・運営」を望む意見も合計 46.3％を占めている。 

 市民協働による公園の管理の推進にあたっては、管理者である市と市民との相互理

解と信頼関係の構築に伴う市民の意識の醸成が不可欠となるものと思われる。 

 監査対象公園のうち維持管理に市民協働を活用している施設は 12件であり、全体の

35.3％である。うち 11 件は主な利用者について「近隣住民」「子ども」と回答してい

る公園であり、その大半を小規模な児童公園が占めている。対して、観光の用途に供

されているような規模の大きな公園については住民参加の比率が低くなっているが、

これは敷地が広大であることや、植栽管理等に専門の知識・技術を要することなどの
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原因が推察される。 

  

  

 

 

 

 

  左右：市民ボランティアによる公園整備の様子 

 

３ 公園の維持管理費について 

（１）維持管理費について 

 監査対象公園の平成 27年度の維持管理費は図表７のとおりである。 

 ただし、公園別の維持管理費を算出するにあたり、光熱水費や業務委託料など一部

の費用については按分等の金額調整を行っている。 

 監査対象公園のうち、最も維持管理費が高い長門市総合公園と、これに次ぐ三隅総

合運動公園には管理人が配置されており、その賃金（三隅総合運動公園は委託料）が

含まれていることから維持管理費の額が大きくなっている。 

 また、三隅総合運動公園については、光熱水費が 4,077 千円となっており維持管理

費の 35.8％を占めているが、これは主として電気代に起因するものであり、このうち

夜間照明施設については対価として施設使用料を徴収している。 
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 図表７ 平成 27年度公園別維持管理費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頻繁に利用 

されている 
 
しばしば利用 

されている 
 
たまに利用 

されている 
 
ほとんど利用 

されていない 
 
まったく利用 

されていない 

1
2
 

 

利用状況（５段階） 

 

   維持管理費 

   利用頻度 
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（２）業務委託料について 

 平成 27年度の公園に係る維持管理費のうち 53.6%を占める委託料を公園別に表すと、

図表８のとおりとなる。 

 ただし、公園別の委託料を算出するにあたり、一部の業務委託料については按分等

の金額調整を行っている。 

図表８ 平成 27年度公園別委託料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公園に係る委託業務は、維持管理、草刈、清掃、植栽管理、遊具の点検などが挙げ

られる。このうち、業務委託料が他に比べ高くなっている菅無田公園や妙見山展望公

園はツツジや桜などの広大な植栽を擁する施設であり、植栽管理に係る委託料が維持

管理費を押し上げている傾向にある。 

 草刈については、各施設で業務の実施回数と時期を契約により定めており、観光シ

ーズンや雑草の繁茂時期に配慮されている。 

 遊具の点検や小規模公園の清掃・草刈については、複数の公園について業務をまと

めて発注するなど、事務の効率化が図られている。 

 平成 27年度の公園の維持管理に係る業務委託契約は入札によるものが 4件、随意契

約によるものが 40件であった。各契約の内容及び事務の執行状況については概ね適正

に処理されていたが、一部改善を要する事項が見受けられた。 

【改善を要する事項】 

 予定価格の額が長門市財務規則第 104 条で定める額を超えない随意契約は、地方自

治法施行令（以下「令」という。）第 167条の 2第 1項第 1号に該当するところである

が、第 2号を根拠に締結されているものが 2件あった。 

 また、随意契約による場合は、予定価格及び契約理由を勘案し令第 167 条の 2 第 1

項第 1 号から第 9 号までのどの号に該当するかを起案文書等において明らかにすべき

であるが、「第 1号及び第 2号該当」など複数の号数を根拠として併記しているものが

2件あった。いずれも随意契約ガイドラインに則って適正に処理されたい。 
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（３）有料施設について 

 対象施設のうち、有料施設を保有する公園及び公園別の歳入状況は図表９・１０の

とおりである。 

図表９ 公園別有料施設の保有状況（平成 28年 12月時点） 

施設名 
広場・グラ

ウンド 

夜間照明

施設 

テニス 

コート 

自動 

販売機 
その他 

長門市総合公園  ○ ○ ○  

小河内公園 ○ ○  ○  

三隅総合運動公園 ○ ○  ○ ○ 

日置総合運動公園 ○ ○  ○ ○ 

油谷総合運動公園 ○ ○ ○ ○  

油谷コミュニティー

パーク 
○   ○ ○ 

千畳敷公園    ○ ○ 

妙見山展望公園    ○  

湯免ふれあい広場   ○   

湊はまゆう公園    ○  

図表１０ 平成 27年度公園別歳入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最も歳入額が大きい長門市総合公園はテニスコート使用料 1,715 千円、次ぐ千畳敷

公園は千畳敷特産品販売所利用料 914千円が主な収入となっている。 

 菅無田公園については、有料の施設は保有していないものの、太陽光発電余剰電力

の売電に伴う収入が発生している。 

 王子山公園については自動販売機に係る収入であるが、当該自動販売機は平成 27年

度中に撤去されている。 

 宗頭農村公園の歳入については、臨時的な目的外使用に伴う市有地占用料である。 
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第７ 総括意見 

 本市には、広義に捉えた公園が多種多様な形態により分散し、その多くが整備後 20

年以上を経過している。これらの公園は、利用目的別には総合公園、総合運動公園、観

光公園、児童公園、農村公園として捉えられ、それぞれの担当課により管理されている。 

 本市で唯一の総合公園は、市民の憩いと交流の場、スポーツやレクリエーションの拠

点として、芝生広場、複合遊具、テニスコートなど、子供からお年寄りまで楽しめる都

市公園としての機能を有し、充実した施設と行き届いた管理により、市内のみならず市

外からの利用者も数多く見受けられる。 

 スポーツの振興を目的として旧市町地区ごとに配置された総合運動公園は、合併後の

地域におけるコミュニティの拠点としての役割も期待されている。公園の管理状況は概

ね良好であるが、利用者数や維持管理費については公園間に大きな差異が見られる。 

 なお、一部の公園の施設には、経年劣化に伴う損傷が広範囲に認められることから、

利用促進と併せて老朽施設の年次的更新が、今後の課題となってくるものと思われる。 

 観光振興や市民の憩いの場となっている観光公園は、比較的良好に管理されている。

しかしながら、植栽物の管理に多額の経費を要しながらも利用状況の低い公園も見受け

られることから、管理水準の適正化と併せて、各公園の特性を活かせるような整備方針

が求められている。 

 児童公園は、そのほとんどが長門地区内に分散し、その内の約半数は昭和 60年度に実

施された、市民の意識調査に基づく要望に応えて整備されたものである。また、農村公

園は、主には三隅・油谷地区の農村総合整備モデル事業により整備されている。 

 これら 2 種類の公園に共通する点は、一部の公園を除けば概して規模が小さく維持管

理費用は低額であるが、利用状況は必ずしも満足出来るものではない。 

 国勢調査による本市の人口静態について、児童公園の整備要望が高かった昭和 60年を

基準に平成 27 年を比較すると、児童数（遊具対象年齢 3～12 歳）の 64.1％減少に対し

て、高齢者数（65歳以上）は 68.6％増加している。また、農林業センサスによる農家総

数は、平成 2年に比べて平成 27年では 56.0％減少している。 

 公園が市民から必要とされる施設であり続けるためには、時代につれて変遷する社会

や住民のニーズに、行政側が柔軟に対応していく必要があるものと考える。 

 中でも、利用度が低く時代に淘汰され易い小規模公園は、各課の横断的な連携の下に

画一的な公園機能を見直し、高齢者の健康増進のための健康遊具の設置など、各ライフ

ステージに即した幅広い活用が求められている。 

 また、監査対象とした公園の年間維持管理費は、平成 27年度では 59,178千円となっ

ており、その縮減に努めることは、公共施設に対する今後の財政負担の軽減や平準化を

目的とした、公共施設等総合管理計画の趣旨にも繋がるものと考える。 

 その一方で、真に必要とされる公園については、老朽施設の計画的更新や拡充、バリ

アフリー化などの対策が必要とされている。 

 公園の多くは、公共施設の中では比較的地味な存在となっているが、活用の仕方によ

っては高齢化社会における地域コミュニティの中核となりうる施設でもある。 

 今後の公園の整備方針やその活用については、担当課に委ねることなく全庁的な視点

に立った取り組みが必要であると思われる。 

 


