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調研究発表論文

指定管理者制度導入前後の公園利用者満足度調査比較
にみる制度導入の影響に関する考察
A Study on Impacts of Introducing the Designated Manager System through Comparison of Park User 

Satisfaction Surveys between Before and After its Introduction 

前田 博*

Hiroshi MAEDA 

Abstract : The designated manage1' system was introduced due to the 1'evision of Local Autonomy Law in 2003. The system 

cove1's u1'ban pa1'ks as well as va1'ious public facilities owned by local gove1'nments. It appea1's to b1'ing a turning point to 

pa1'k administ1'ation in face of an age of financial dete1'ioration. F1'om a standpoint of use1'-o1'iented pa1'k management， this 

study conside1'ed impacts of int1'oducing the system th1'ough compa1'ison of some g1'oups classified in by types of pa1'ks， 

invitations (open 01' closed)， and co1'po1'ations (public inte1'est co1'poration 01' p1'ivately owned co1'po1'ation) in nationwide 

pa1'k use1' satisfaction su1'veys befo1'e and afte1' the system int1'oduction. The 1'esult showed that use1' satisfaction su1'veys 

1'eflected public opinion effectively. It confi1'med changes a1'ound the syst巴m int1'oduction and competitiveness in open 

invitations of a pa1't of public inte1'est co1'po1'ation g1'oup. 

Keywords: p，αrkαdministrαtion， the designαted manαger system， user sαtisfiαctlOn survey 
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1.研究の背景と目的

平成 15年6月の地方自治法改正により，公の施設の管理に関

して従来の「管理委託制度Jから議会の議決を経て管理者を指定す

る「指定管理者制度」に移行することが可能となった。これは行政

改革推進の一環で民間活力の活用によりサービスの向上と自治体

の負担軽減をねらった法改正で，自治体の所有する各種の施設と

並んで都市公園もその対象となったが，前回ら 1)が指摘するよう

に財政惑化時代の閉塞的状況にある公園管理行政に転換点的役割

を来たしているように考えられる。

制度導入による変化と意味を検証することは霊要であるが，制

度導入時の課題や展望に関する論説や白中ら 2)による導入実態謁

査のほか運用実態の報告はあるが制度の評価を論じたものは少な

い。大瀧ら"は具体的な広域公閣における協働事業の評価を，塚

田41は自治体職員による評価を論じているが利用者による評価の

観点から制度導入の意味を広く捉えたものはない。

そこで，制度導入の前後における全臨規模の利用者満足度調資

比較により，利用者本伎の公関管理の観点から制度導入の影響に

ついて考察することを目的とした。

なお，本論文では公闘管理，管理者，利用者満足度調査等につ

いて次のように定義する。都市公閣における維持・遂営・法的管

理などの管理全般を「公濁管理j，都市公園法にいう設置者とし

ての管理者を「自治体j，自治体から管理権限の委任を受けた又

は契約により管理行為を業務委託された者を「管理者j，公国利

用者を対象として，アンケート等の手法で満足の度合いを調査し，

集計等されたものを「利用者満足度調変」とする。

2.研究の方法

国土交通省は全国の都市公園を対象とした「都市公園利用実態

調査j削)を昭和 41年度より 5年ないし 7年に 1度合計 8回実施

している。直近では平成 19年度に実施されており平成 13年度の

前回から 6年経過している。平成 13年度においてはじめてアン
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ケート項目に「利用者満足度」が採用され，平成 19年度も踏襲

されている。また，平成 13年度， 19年度の調査は指定管理者制

度の導入時期を挟んでFおり平成四年度時点で調査公園の約 1/4

においてその導入が確認されている。

そこで，平成 13年度， 19年度の調査データの元データの提供

を受け，筆者による抽出，集計，加工等を行L、以下のような比較

検討をおこなった。

なお満足度の指標には最高評価 Cf満足j)の割合を用いた。

(1)制度導入前後の利用者満足度調査の比較

平成 13年度調査 247公園，平成 19年度調盗 277公鼠のうち，

共通している 213公園のデータを比較し，年度経過による変化の

有無および傾向の把握をおこなった。

(2 )制度導入公厨における比較

指定管理者制度導入公園から満足度調査サンプル数 100以上の

公留を 40公園抽出し，①公爵種別，②公募・非公募，③公益法人・

民間による比較の概況を把握した。

(3 )グループ別比較

管理者別(公益法人，民間)および最高評価「満足Jの上昇下

降別にグループ化し比較検討をおこない，調き取り結果削〉を加

味して指定管理者制度の導入の影響に関する考察をおこなった。

3.制度導入前後の利用者満足度調査の比較

( 1 )年度経過による満足度の変化

調査年次に 6年の開きがあるため，社会的変化等により利用者

の感覚に変化が生じていないかの確認を以下の 2つの内容につい

ておこなった。①満足度の度合いの順位比較，②総合的満足度と

個別満足度との関係比較

・満足度の度合いの順位

満足度の項目は前年度共通で「総合的な満足度Jを含む 13項目

であるが，総合的満足度を徐く 12項目を満足の度合いの高いl仮

に整理し，上位3位と下位3位とを抽出したのが表 1である。

591 



表-1 利用者満足度の概要比較(全毘 213公園)

平成13年度 平成19年産

①自然の豊かさについて 50.8% 48.4覧

②公園の落ち着きゃ雰閤
47.7% 44.9% 

気、景色の美しさについて

③緑の量や花の演出など
45.5% 44.1% 

について

tどの水利飲園用に時ついて一25.5% 23.6% 

23.3% 23.0% 

⑫公闘を利用する人のマ
22.8% 21.5% 

ナーにつし、て

これでみると，順位は平成 13年度も 19年度もまったく同じで

あり，満足度指数が若干 19年度に低下している。

-総合満足度と個別満足度との関係

関-1に平成 13年度と 19年度の倒別の満足度 12項目を総合

満足度との相関関係の高いものから整理したが，ここにおいても

上位3位と下位3伎がまったく同じ項目となっている。

相関係数は全体に 19年度のほうが高くなっている。

さらに 12項gを公園の管理運営の観点から分類すると景色，

花，雰凶気等の自然的姿索の強Lザ環境提供系J，遊び，スポーツ，

トイレ等の施設を利用する「施設提供系J，案内，バリアフリー，

マナー等の利用者に利便性を提供する「サービス提供系」の 4項沼

ずつに分かれるが，環境提供系の相関が高く，施設援供系が低く，

サービス提供系がその中間にある関係も両年度ほぼ同様である。

これにより，利用者満足度による評価に当たって平成 13年度

と19年度には大きな差異がなく，両者の結果を比較することに

FL例

三ヨ 環境提供系

仁二二コ サー ビ ス 提 供 系

仁二二コ 施設提供系

図-1 項目別満足度と総合満足度との相関係数
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問題はないと判断した。

(2 )制度導入公園における最高評価の上昇・下降別比較

抽出された公閣の分類別概婆を以下に示すと，

《公爵穣別》

地区公園 2公関

連動公園 9公閣

総合公園 11公園

広域公園 18公園

《管理(法的)主体》

都道府県 25公園

市町村 15公園(すべて指定都市)

《公募・非公募》

公募 27公園

非公募 13公園

《公益法人・災関》

公益法人 28公園

民間 12公園

となり，導入状況調査結果引の都道府県・大都市の比較的規模の

大きい公閣で導入が進んでいる状況に合致している O

-公園種別における検討

地区公園では 2公園とも 13年度に比べ 19年度において下降し

ている。運動公国では 2公園が上昇しているが 7公園で下降して

いる。総合公留では上昇公園 5，下降公園 6であった。広域公閣

では上昇公閣 7，下降公磁 11であった。この結果からは遂動公

閣において下降の傾向が認められるものの，公園の種別によって

指定管理者導入の変化に差があるとはいえない。

・公募・非公募における検討

公募公爵においては 13公園で上昇， 14公国で下降とほぼ同数

であった。非公募公罰では 4公留で上昇， 9公園で下降となった。

非公募公園において下降公閣が目立つが全体傾向とはいえなL、0
.公益法人と民間における検討

図-2， 3に示したように公主主法人も民間もそれぞれ 2つのグ

ループに分かれる。公益法人は上昇した 10公園と下降した 20公

園に，民間は上昇または横ばいの 5公閣と下降した 5公園である。

公益去人
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図-3 民間企業等の管理公園の比較

(3 )グループ別比較

( 2)の比較において傾向が現われた「満足」の上昇・下降と公

主主法人・民潤の区分により 4つのクーループに分けて比較をおこなっ

fこ。

Iグループ・「満足」が上昇した公益法人管理公園 00公溺)

道府県の公園系公益法人が導入前に引き続き管理を行っている

ものが 8割と大半で，平均で 10%以上の満足度の上昇を見てい

る。このグループの約 7割が公募となっており弐悶との競争を経

ている。東京都の公益法人からの開き取り山)において民間との

競争に晒されるという危機感は相当のもので，徹底した業務点検

により問題点の把握をおこない，職員の意識改革により公物管理

意識から顧客サービス意識への変換をおこなうことにより新しい

サービス体制を構築したとのことであったが，管理実績を持つ公

益法人が高い意識で管理をおこなうことで，利用者満足度の高評

filliにつながるといえる。

Eグループ I満足Jが上昇した民間管理公爵 (5公園)

会て公募で，民間か新たに管理者となった。上昇率は 1公闘を

徐きごくわずかであり，平均的に満足度に変化はみられなL、。民

間企業等の聞き取り沌2)によるとグループ!苛様徹底した施設

点検が出発点であるが，そこからは企業論理(経営バランス)が優

先して最小経費で効本よく管理する方向に向かう。具体的には拠

点管理と多面的人材適用である。拠点管理は公圏全域を均質に管

理するのではなくいくつかの拠点に三重点的に経費を投入し成果を

上げる手法であって，植栽経費のうち芝生管理に重点を置くこと

公益法人s締上里

60 : !ー←Hこども0)00

-a-S姻
咋~T中央公覇

H 十 T記念公費

--ぃ県長公器Tうンド:

13年度 19年度
図-4 グループの「満足J割合(%)比較
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もこの考え方の延長である。多面的人材は業務を分掌せずにでき

るだけひとりの人間がいろいろな業務をこなす執行体制である。

これは即断即決で，利用者の要求に応えるなどの効果が期待でき

るが，業務の質を確保することの難しさを{半う。

Eグループ I満足」が下降した公益法人管理公閤 (20公園)

公主主法人管理公国の約 2/3がこのグループに該当する。平均

で 10%程度の減少となっているが， 20%を超える公園も複数あ

る。非公募率が 5都と高く，競争に晒されずに指定管理者導入と

いう公園管理行政の転換点を通過したことによる継続的業務体制11.
業務仕様等のなかで，管理費が縮減2)されたことにより管理の質

を落とさざるを得ない状況に繋がったといえそうである。

Wグループ I満足Jが下降した民間管理公園 (5公園)

管理者が施設公募だけの公園が 2公国，残り 3公閣が全域公募

である。ヨグループと伺様の状況にあると考えられるが前述の間

公益法人・評閣下降
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き取り注目における経営バランスが微妙な均衡の下で成立してい

ることをみると，均衡が保てなかった事例も多いことも考えられ

る。請負経験企業の多くが使用許可権者という新しい管理者とし

ての自覚を持てず管理が停滞したということも開き取りによりう

かがえた。

4.考察

平成 13年度と 19年度の「都市公図利用実態調査JiW 利用者満

足度調査の比較において，指定管理者制度導入に対する利用者と

しての市民の声がどこまでくみ取れるかをテーマとして検討して

きたが，指定管理者の属性によって利用者の満足度に違いが見え，

公益法人の一部クマループにおいて競争性が確認できるなど一定の

傾向が把握できた。

指定管理者制度の運用の中で利用者満足度調査の実行，解析，

評価が民意反映手段として有効性を発揮することが確認された。

今後，指定管理者評価に利用者満足度を用いる場合，利用者満

足度の持つ構造性や実際の管理行為との関係性を認識したうえで，

総合満足度や項目別満足度がどの範函の満足度をカバーしている

かを的確に把握する必要がある，

本報は利用者満足度からの評価であったが，今後は経済的側面，

行政的側面からの評価に視点をおいた検討をすすめ，公闘管理行

政の発展に資するよう努めたL、。
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補注

1)都市公園利用実態調査

国土交通省が全国自治体の協力の下，昭和 41年から実施して

きている全国レベルの都市公園利用調査であり，利用者動向を横

断的に把握できる喰ーの行政資料である。
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認査はアンケート調査と利用者調ままからなっており，以下に平

成 13年度と 19年度の具体的内容を整理した。

平成13年嵐2∞1) 平成19年度(2∞7)

自賛日 10/6-1114の休日・平日各1臼 10/6-10/28の休日平日各1日

言置を対象都市数 69地方公共間体および11国営公闘 90紺1方自j部材ヨよび16国営公留

自聖堂公闘 f喜怒公園0/近隣公園 50 街区公園 56，週礎公園 54

地区公関 36，運動公園 31 地区1}翻 44，;室効公雷 34

給合公E霊39，広域公国 23 総合公留 49，広域公園 24

自営公閤 11 国営公園 16

言十 247箇所 百十 277筒所

アンケほ斑査の 1 間 112年齢4臓器犠5.由庁 1.性別、特令、職業、住所
内向車 3 グトブ権成 2 グループ構成

5 公霊隆知っt:三きっかけ

6 交通手段 3 あ童手段

7 在墜時過 自 在闘寺問

B 来墜瀕度 9. 来鐙搬度

9 活重納容 7 活動内容

10公園こついての不満・希望 13公園に期待する役割

11 苦闘しし沿闘 12告白しい公園

12.公図までの;¥;1縫時荷 4 公濁までの至l陸時伺

13希望する自宙空および希望する有 11管理上気づし寸法
料脳宣
14.猷浬由 6. 濁:RJ里白

15公箇までのE滋t 15公閤まて切距離

16入鴎ヰtついて 14.入問料こついて

17利用上の満足底13，買隠) 10利用上の満足底13項隠)

利用者数競査 1年齢層 1年齢層

噛楠f小学校下級*料支上級 学齢吉Ij，lJ、朝交下落民小学校上級

中高校生大人(19-64歳) 中期支生，大人(19-64歳)

高齢者(65，歳以上) 高官緒(65歳L比)

Z時間帯 2. B寺品輸

7時-19時 7時-198寺

2 )指定管理者としての公益法人および民間企業等に対する開き

取り

筆者が関わった指定管理者に係る公闘管理評価の中から以下の

6団体の開き取り内容を筆者の責任で整理編集し，考察にあたっ

ての参考資料とした。

東蔚臨調 T造鼠封土 Sj盟封土 H造璽陰社
N管理会社tカカhdz2zhz グループ グループ グループ

5奇期
H. 19. 7.9 H. 18. 9. 15 H.1旦7.9 H. 19.7.9 

H. 20. 10. 28 
H. 2). 7.11 H.20. 1. 21 H. 20. 7. 9 H. 20. 7. 9 
東京高陪羽面

静岡県朝面
東京高陪明商 東京都宮平価

繍琵馬平価
委員会ヒア 委員会ヒア 委員会ヒア

形態
リングおよ

委員会現也
リングおよ リングおよ

委員会部也

び湯也視察
視察

出5書館腰 t舟5診断見察 視察

管1壁責任者
時憧任者 現I鏑任者 環也粛壬者 現也筒壬者

対象者 および湯也
責任者勤、

!まか ほか i勤、 !勤、

筆者の立場
評価委員と 評価委員と 評価委員と 認可筒委員と 許可面委員と
して参箇 して参画 して参画 して参画 して参画

業務・掘宣 N内法人との 揺E県議の
点榔ゴ翻意施説F.a検乃↑刻勤 鯨 拠春、管室手
職員の義哉御套 拠点管1芝方 樹霊的1) jおわf飯事

老中職跡式
聞き取り結改革 修理 参力曜イペーニューアル 直営による

巣 一割鞠諒乃 地元学校へ 経費嗣ま
自主改修 複数年制直ン卜の導入 の働きかけ 1¥1)アフ
窓口業務の物管理計画パークレン イベントの 1)-側節套
改善 の立案 lJ)iJ噂T 

入
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国土交通省公潤緑地・景観課には伺省の調査資料の提供をいた

だきました。深く感謝いたします。
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