
　　③-4.ダイオキシン類濃度測定

【ダイオキシン類濃度測定】／年1回
業者名 点検・実施日 維持管理内容 処置日 備考

(財)新潟県
環境分析センター

平成25年
7月31日(水)

ダイオキシ
ン類測定

― ―

③.管理運営業務の実施状況

平成２5年度ダイオキシン類濃度測定

施設名 対策・処置・結果

炭焼き施設
（トリム広場）

測定の結果、土製炭焼窯、金属製炭焼窯とも異
状はありませんでした。

ダイオキシン類濃度測定状況

ダイオキシン類濃度測定状況
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　　③-5.汚水処理施設保守点検

③.管理運営業務の実施状況

保守点検状況

汚泥貯留槽清掃状況保守点検状況

保守点検状況



【汚水処理施設維持管理】／週1回・年1回

業者名 点検・実施日 維持管理内容 処置日 備考
平成25年

4月 5日（金）
4月12日（金）
4月19日（金）
4月26日（金）
5月 3日（金）
5月10日（金）
5月17日（金）
5月24日（金）
5月31日（金）
6月　7日（金）
6月14日（金）
6月21日（金）
6月28日（金)
7月 5日（金）
7月12日（金）
7月19日（金）
7月26日（金）
8月 2日（金）
8月 9日（金）
8月16日（金）
8月23日（金）
8月30日（金）

9月　6日（金）
9月13日（金）
9月20日（金）
9月27日（金)

一般財団法人
下越総合健康開発
センター

7月10日（水）
浄化槽法

第11条検査
（年1回）

― ―

㈱新潟環境保全
サービス

10月 4日（金）
10月11日（金）
10月18日（金）
10月25日（金）

保守点検
（週１回）

― ―

―

施設名

㈱新潟環境保全
サービス

平成25年度汚水処理施設保守点検

保守点検
（週１回）

対策・処置・結果

6/7　ＰＨ低下のため空気逃し調整中。

その他、保守点検実施。点検の結果異状なし。
― ―

―

年次点検実施。
点検の結果、異状なし。

㈱新潟環境保全
サービス

保守点検
（週１回）

保守点検実施。点検の結果異状なし。

保守点検実施。点検の結果異常なし。

※10月11日（金）ブロアーVベルト3本交換。

汚水処理施設
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【汚水処理施設維持管理】／週1回・年1回

平成25年度汚水処理施設保守点検

業者名 点検・実施日 維持管理内容 処置日 備考
平成25年

11月 1日（金）
11月 8日（金）
11月15日（金）
11月21日（金）
11月29日（金）
12月 6日（金）
12月13日（金）
12月20日（金）
12月27日（金)

新菖工業㈱ ―

非常用エンジンポ
ンプの機能停止。
修繕が必要。
脱臭機の延命をは
かる為、点検・修
繕・部品交換が必
要。

11月18日（月） ―

平成26年
1月 4日（土）
1月10日（金）
1月17日（金）
1月24日（金）
1月31日（金）
2月 7日（金）
2月14日（金）
2月21日（金）
2月28日（金）

3月 7日（金）
3月14日（金）
3月21日（金）
3月28日（金)

3月25日（火）
汚泥貯留槽清掃

（年1回）
― ―

―

―

汚水処理施設

施設名 対策・処置・結果

―

県発注工事にて、非常用エンジンポンプの修
繕、脱臭機の修繕メンテナンスを行った。

―

バキューム車による吸引清掃完了。

㈱新潟環境保全
サービス

保守点検
（週１回）

㈱新潟環境保全
サービス

保守点検
（週１回）

保守点検実施。点検の結果異常なし。

保守点検実施。点検の結果異常なし。

※1月24日（金）
　 №3流調用ブロアーVベルト取替。
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　　③-6.噴水施設維持管理・清掃

③.管理運営業務の実施状況

保守点検・清掃状況

保守点検・清掃状況

保守点検・清掃状況

保守点検・清掃状況



　　【噴水施設維持管理・清掃】

業者名 点検・実施日 維持管理内容 処置日 備考

平成25年
4月12日(金)

始業前
点検・清掃

― ―

平成25年
7月18日(木)

営業中間時
点検・清掃

― ―

平成25年
11月5日(火)
11月6日(水)

使用終了時
点検・清掃

― ―

平成25年度噴水設維持管理・清掃

施設名

噴水ノズル及び巣トレーナー点検。
逆洗運転を数回実施。
満水警報の確認。
水位調整槽及びバケットスクリーンの点検。
点検の結果、異常なし。

・噴水システム全体の動きを確認後、施設を停止さ
せた。
・200V、100V 主幹、排水ポンプ、などのNFBは
ON。噴水ポンプ及び、ろ過装置盤内の動力回路
NFBはOFF。
・噴水用減圧弁ストレーナーの清掃実施。多少のゴ
ミ詰まり有り。

噴水施設
（チューリップ広場）

環境をサポートする
㈱きらめき

対策・処置・結果

各噴水ピット内及び貯水槽の清掃。
1.機器の運転状況確認
2.施設の運転状況確認
3.不具合部並びに所見
点検の結果、異常なし。
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④-1.自主事業実施状況

④.自主事業の実施状況及び収支決算報告

開催日 自主事業名 参加者数 主な内容

第
1
四
半
期

4月12日（金）～
6月28日（金）
毎週金曜日

（祝祭日除く）

水中エクササイズ　春
（10回）

192人

紫雲の郷内プールにて開催。
紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササ
イズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただ
いた。

4月20日（土）
第1回紫雲寺記念公園
グラウンド・ゴルフ大会

104人

第1駐車場芝生地にて開催。
地元グラウンド・ゴルフ愛好会の方々の協力を得て、グラ
ウンド・ゴルフ大会を開催した。多くの地元地域の方々に
参加していただいた。

4月27日（土）
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺

花絵づくり
15人

チューリップ広場にて開催。
にいがた花絵プロジェクト実行委員会の後援を得て実施
した。公園マスコットの型取った絵にチューリップを挿し
てもらい、花絵を楽しんでいただいた。

4月27日（土）
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺

うたごえ広場
35人

休憩所「まつば」内にて開催。
合唱サークルなどで活躍されている方をお招きし、伴奏
に合わせて参加者全員で懐かしい曲、季節の曲などを
合唱した。

4月28日（日）
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺

インベーダー凧・
ストローとんぼ工作会

37人
インフォメーションセンター内にて開催。
凧・とんぼ作りを体験していただき、芝生地で凧揚げ、と
んぼ飛ばしを行った。

4月29日（月）
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺

乗馬体験会・
ポニーふれあい体験

189人
芝生広場にて開催。
乗馬体験やポニーエサやり体験を行い、子どもたちに馬
と触れ合ってもらった。

4月29日（月）
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺
公園内スタンプラリー

180人
園内にて開催。
園内4箇所のチェックポイントを廻ってスタンプを押しても
らい、最後に景品のプレゼントを行った。

4月29日（月）
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺

大正琴演奏会
80人

チューリップ広場にて開催。
趣味で大正琴をされているグループの協力を得て実施
した。満開のチューリップの前で演奏していただき、多く
の来園者のみなさんに聴いていただいた。

インフォメーションセンター内にて開催。
アマチュアのマジシャンによる一般来園者参加型マジッ
クイベント。

4月29日（月）
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺

地元紫雲寺地域の方々に
よる物販ﾌﾞｰｽ・ｶﾗｵｹ大会

約1,500人

チューリップ広場にて開催。
色とりどりのチューリップを見ていただき、地元地域のみ
なさまの協力を得た物販ブースやカラオケ大会を行っ
た。

5月3日（金）
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺

炭酸プチロケットを飛ばそう
45人

インフォメーションセンター内・トリム広場にて開催。
不要になったフィルムケースを使用して、プチロケットを
作って、飛ばしてもらった。

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺
大正琴演奏会

（2回目）
70人

バーベキュー広場にて開催。
趣味で大正琴をされているグループの協力を得て実施
した。天候不順で会場を変更しての演奏会となった
が、、多くの来園者のみなさんが演奏に聴き入ってい
た。

5月4日（土）

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺
インベーダー凧・

ストローとんぼ工作会
（2回目）

108人
インフォメーションセンター内にて開催。
凧・とんぼ作りを体験していただき、広い芝生地で凧揚
げ、とんぼ飛ばしを行った。

5月5日（日）
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺

マジックショー＆
マジック体験教室

113人

紫雲の郷脇花壇にて開催。
きれいな花を咲かせたチューリップの球根を掘り取って
いただいた。掘り取った球根はプレゼントした。

5月6日（月）

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ･ﾌｪｱin紫雲寺
乗馬体験会・

ポニーふれあい体験
（2回目）

149人
芝生広場にて開催。
乗馬体験やポニーエサやり体験を行い、子どもたちに馬
と触れ合ってもらった。

5月6日（月）

5月26日（日） チューリップ球根掘り取り隊 42人
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④-1.自主事業実施状況

④.自主事業の実施状況及び収支決算報告

第
２
四
半
期

主な内容開催日 自主事業名 参加者数

6月9日（日） 紫雲寺記念公園探鳥会 13人

新潟県愛鳥センター・パークウェー他園内にて開催。
新潟県愛鳥センター（講師）の全面協力を得て、事前に
お申込みをいただいていた方を対象に野鳥観察会を
行った。

開催日 自主事業名 参加者数 主な内容

第
1
四
半
期

6月9日（日） 花壇花うえ体験隊！ 12人
紫雲の郷脇花壇にて開催。
一般来園者のみなさんに「マリーゴールド」や「ベゴニア」
を植えていただき、花壇作りを行った。

計 　26回 2,884人

7月 5日（金）～
7月19日（金）
毎週金曜日

（祝祭日除く）

水中エクササイズ　春
（3回）

60人

紫雲の郷内プールにて開催。
紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササ
イズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただ
いた。

7月27日（土）
バラの講習会

（1回目）
17人

インフォメーションセンター内にて開催。
新潟ばら会の方の協力を得て、事前にお申込みをいた
だいていた方を対象に「バラの開花後の管理」について
の講習会を行った。

7月27日（土）
ナイトウォーク

夜の生き物を探そう
7人

公園管理事務所前、散策路にて開催。
夜の公園の生き物を観察するドキドキワクワクの体験会。

7月28日（日）
フラワーアレンジメント

体験教室
8人

インフォメーションセンター内にて開催。
お花の師範講師の先生の協力を得て、季節のお花を
使ってのフラワーアレンジメントを体験していただいた。

8月4日（日）
巣箱作り教室

（１回目）
13人

新潟県愛鳥センター内にて開催。
小学生以上を対象に、野鳥達の子育ての場となる巣箱
を作る工作教室。巣箱を利用する鳥や巣箱の設置方法
なども学んだ。

8月10日（土） 夏休み昆虫観察会 12人
公園管理事務所周辺・愛鳥センター周辺にて開催。
講師の先生をお招きし、トンボや蝶やバッタなどを採取し
たり、標本の作り方を教えていただいた。

8月18日（日）
巣箱作り教室

（2回目）
11人

新潟県愛鳥センター内にて開催。
小学生以上を対象に、野鳥達の子育ての場となる巣箱
を作る工作教室。巣箱を利用する鳥や巣箱の設置方法
なども学んだ。

9月 6日（金）～
9月27日（金）
毎週金曜日

（祝祭日除く）

水中エクササイズ　秋
（4回）

91人

紫雲の郷内プールにて開催。
紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササ
イズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただ
いた。

9月8日（日） マツムシの声を楽しむ会 12人

新潟県愛鳥センター、その周辺にて開催。
胎内昆虫の家の方を講師にお招きし、秋の鳴く虫とのふ
れあいを通して、自然に関する知識の高揚を図っていた
だき、マツムシやスズムシなどの鳴く虫の標本を見て学
んだ。

9月14日（土）
第2回紫雲寺記念公園
グラウンド・ゴルフ大会

92人

第１駐車場芝生地にて開催。
地元グラウンド・ゴルフ愛好会の方々の協力を得て、グラ
ウンド・ゴルフ大会を開催した。多くの地元地域の方々に
参加していただいた。

9月21日（土）
バラの講習会

（2回目）
16人

インフォメーションセンター内にて開催。
新潟ばら会の方の協力を得て、事前にお申込みをいた
だいていた方を対象に「秋に美しく咲かせるために」につ
いての講習会を行った。

9月22日（日）
バードカービング入門講座

（1回目）
17人

新潟県愛鳥センター内にて開催。
バードカービング（一片の木片から鳥を彫り出す彫刻）を
通して、その鳥の生態や特徴を理解し、野鳥保護に対
する意識向上を図っていただいた。
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④-1.自主事業実施状況

④.自主事業の実施状況及び収支決算報告

第
3
四
半
期

開催日 自主事業名 参加者数 主な内容

第
2
四
半
期

主な内容開催日 自主事業名 参加者数

12月6日（金）
12月13日（金）
12月20日（金）

体育館でのエクササイズ
（3回）

54人

屋内体育施設体育館にて開催。
講師の先生より、マットを使用して骨盤を中心に筋肉や
骨格のバランスを整え、楽しくエクササイズをしていただ
いた。

インフォメーションセンター内にて開催。
新潟ばら会の方の協力を得て、事前にお申込みをいた
だいていた方を対象に「秋に美しく咲かせるために」につ
いての講習会を行った。

11月17日（日） おしゃれな花炭作り 23人
インフォメーションセンター内・炊事施設にて開催。
公園内で発生した松ぼっくりや木の実を使用して、炭化
させて花炭作り体験をしていただいた。

12月8日（日） クリスマスリース作り 19人

インフォメーションセンター内にて開催。
お花の師範講師の方の協力を得て、公園内で発生した
アケビのツルを再利用した、ちょっとおしゃれなクリスマス
リース作りの体験を楽しんでいただいた。

10月13日（日）

11月16日（土）
バラの講習会

（3回目）
22人

紫雲の郷内プールにて開催。
紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササ
イズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただ
いた。

10月 6日（日）
バードカービング入門講座

（3回目）
17人

10月 4日（金）～
11月29日（金）
毎週金曜日

水中エクササイズ　春
（9回）

211人

9月29日（日）
バードカービング入門講座

（2回目）
17人

新潟県愛鳥センター内にて開催。
バードカービング（一片の木片から鳥を彫り出す彫刻）を
通して、その鳥の生態や特徴を理解し、野鳥保護に対
する意識向上を図っていただいた。

計 18　回 366人

新潟県愛鳥センター内にて開催。
バードカービング（一片の木片から鳥を彫り出す彫刻）を
通して、その鳥の生態や特徴を理解し、野鳥保護に対
する意識向上を図っていただいた。

10月 6日（日）
しばた紫雲寺うまいもの
再発見フェアin2013秋

多数

新松塚漁港の港まつりと共同開催。紫雲寺地区内の地
場産品等を販売するコーナーとイベント（地域活動グ
ループの発表）コーナー・観光等PRコーナーを組み合
わせた物産展で、多くの方々に来場していただいた。

10月13日（日）
バードカービング入門講座

（4回目）
15人

新潟県愛鳥センター内にて開催。
バードカービング（一片の木片から鳥を彫り出す彫刻）を
通して、その鳥の生態や特徴を理解し、野鳥保護に対
する意識向上を図っていただいた。

フラワーアレンジメント
体験教室（2回目）

9人
インフォメーションセンター内にて開催。
お花の師範講師の先生の協力を得て、季節のお花を
使ってのフラワーアレンジメントを体験していただいた。

10月20日（日） ウッドクラフト教室 11人
インフォメーションセンター内にて開催。
公園内で発生した樹木の枝をリサイクルし、ちょっとお
しゃれな“壁掛け”作りの工作会を楽しんでいただいた。

10月26日（土）
第2回紫雲寺記念公園

探鳥会
5人

新潟県愛鳥センター・探鳥路・パークウェーにて開催。
愛鳥センターと共同主催で事前にお申し込みをいただ
いていた方を対象に野鳥観察会を行った。

10月27日（日）
バードカービング入門講座

（5回目）
15人

新潟県愛鳥センター内にて開催。
バードカービング（一片の木片から鳥を彫り出す彫刻）を
通して、その鳥の生態や特徴を理解し、野鳥保護に対
する意識向上を図っていただいた。

11月 9日（土）
フラワーアレンジメント

体験教室（3回目）
20人

インフォメーションセンター内にて開催。
お花の師範講師の先生の協力を得て、季節のお花を
使ってのフラワーアレンジメントを体験していただいた。

10月10日（日）
チューリップ球根

植えこみ隊！
1人

紫雲の郷脇花壇にて開催。
来園者のみなさんに「チューリップの球根」を植えていた
だき、花壇作りを行う予定でしたが、雨天の為作業は中
止となった。
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④-1.自主事業実施状況

④.自主事業の実施状況及び収支決算報告

計 ３０　回 454人

12月29日（日）
フラワーアレンジメント

体験教室（4回目）
21人

インフォメーションセンター内にて開催。
お花の師範講師の先生の協力を得て、季節のお花を
使ってのフラワーアレンジメントを体験していただいた。

12月13日（土）～ イルミネーションライトアップ 多数
休憩所「まつば」・公園管理事務所にて開催。
使用する電球はエコロジーでエコノミーなLEDライトを取
り付けた。

12月10日（火）
12月13日（金）
12月17日（火）
12月20日（金）

ボクササイズ教室
（4回）

11人

屋内体育施設体育館にて開催。
講師の先生より、ボクシングの基本（ステップ、パンチな
ど）を教えてもらい、女性や小学生以上のお子さんでも
楽しめる教室。

主な内容

第
3
四
半
期

主な内容

開催日 自主事業名 参加者数

第
４
四
半
期

平成２５年度合計 ９０　回 3,987人

計 １６　回 283人

開催日 自主事業名 参加者数

1月10日（金）～
3月28日（金）
毎週金曜日

水中エクササイズ　冬
（11回）

236人

紫雲の郷内プールにて開催。
紫雲寺記念館と共催で、プールを利用した水中エクササ
イズを行い、適度な負荷で体力増進につなげていただ
いた。

1月12日（日） 足跡ウォッチング 13人
新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。
愛鳥センターと共同主催で、探鳥路を散策しながら、雪
の上の動物や野鳥の足跡や食痕などの観察を行った。

1月18日（土）
探鳥路観察会

（1回目）
5人

新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。
愛鳥センターと共同主催で、探鳥路を散策しながら、松
林の中で小鳥やウサギなどの足跡や植物の実などを観
察した。

2月 2日（日）
探鳥路観察会

（2回目）
2人

新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。
愛鳥センターと共同主催で、探鳥路を散策しながら、松
林の中で小鳥やウサギなどの足跡や植物の実などを観
察した。

3月 8日（土）
バラの講習会

（4回目）
16人

インフォメーションセンター内にて開催。
新潟ばら会の方の協力を得て、事前にお申込みをいた
だいていた方を対象に「秋に美しく咲かせるために」につ
いての講習会を行った。

3月21日（金）
探鳥路観察会

（3回目）
11人

新潟県愛鳥センター・探鳥路にて開催。
愛鳥センターと共同主催で、探鳥路を散策しながら、松
林の中で小鳥や植物などを観察した。
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【自己評価】

①指定管理者として

紫雲寺記念公園グループ履行確認会議の様子

②資金計画について

各関係機関（保育園・幼稚園・小学校・公民館・コミュニティセンター・病院・養護施設・高齢者施設など）
619施設に発送した効果が出始めて来た様に感じられます。

　また、オートキャンプ場サニタリー棟などは、節電対策として電球をＬＥＤ電球に順次交換し終了致して

おります。今後も公園スタッフ一同真剣に話し合い必要な作業項目などに予算を配分する様に努めてま

いります。

チューリップ広場であそぶ子供達の様子 トリム広場であそぶ子供達の様子

⑥．自己評価（第１四半期）

　平成24年度の1年を振り返ると多くの方から沢山のお力添えをいただき、新年度を迎える事が出来た様

に感じられてなりません。感謝の気持ちでいっぱいであります。私達紫雲寺記念公園グループは3社によ

る特定共同企業体でありますが、それぞれの企業が最大限の特徴を最大発揮し成し遂げられた1年で

あった様に感じられてなりません。
　平成25年4月に入り、1年目より2年目と私達は細心の心配りと実行力をもって愛される指定管理業務
行ってまいりました。日本海と一体となった紫雲寺記念公園、日本海に沈む夕日、日本海に浮かぶ佐
渡ヶ島の絶景は言葉では言いつくせません。最近は顔見知りも多くなり、お互い声を掛け合いとてもよい

コミュニケーションがとれております。

　また、紫雲寺記念公園グループ履行確認会議の意見や外部評価委員から寄せられた御意見を参考に

しながら管理運営を行い、更にレベルアップした平成25年度となれる様に努力を続けてまいります。

オートキャンプ場からの夕日の様子

　平成25年度第1四半期の資金計画執行状況は、②事業費執行状況表にて報告の通りです。
　2年目に入り私達公園管理運営するものにとりまして、この紫雲寺記念公園の素晴らしさを実感させられ

ました1年間でありました。

　オートキャンプ場の賑わい、芝生広場での家族連れの楽しい食事、チューリップ広場の噴水広場で遊

ぶ小さい子供達の笑顔、トリム広場においてフワフワドームでジャンプ遊びをする子供達、外輪船さえずり
丸で海賊遊びをする子供達など、あちらこちらから色々な声が聞こえてまいりました。私達公園管理者は

この声が大きく聞こえるほど安堵感と充実感で一杯になり、指定管理者になってよかったと感じる一時で

あります。今年3月に公園案内マップ・オートキャンプ場案内マップなどを新発田市内や周辺市町村の
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⑥．自己評価（第１四半期）

【自己評価】

③管理運営について

1.公園整備状況

①施設・整備管理

2.維持管理業務

①公園施設管理（車道、駐車場、遊歩道、遊具、建物（内部・外部）・園路・街灯・その他 など）
　私達マルチ作業員が出来る作業は人任せにせず、グループ職員が出来る修理・修繕を行っておりま

す。全員がマルチ作業員として全て全力で対応します。各施設におきまして、日々の点検による傷みの

ある施設の早期発見に努め、すぐに対応する事により安全な施設維持を継続しております。
　また、公園パークウェーの道路案内標識を公園専用道路の分かりやすく文字を入れた案内標識に交

換し、公園利用者のみなさまに安心・安全に走行していただける様に改善を行いました。

サークルベンチ修繕状況 パークウェー案内標識交換作業状況

　公園の施設や設備につきましては、老朽化しております紫雲の郷内ポンプ施設・機械施設などの機

械関係は、熟練した職員による素早い対応、適切な処理を行った結果、大きな故障もなく今日に至って

おります今後もこまめな点検を継続し故障の発生を未然に防止いたしたいと思います。
　　また、節電対策の取り組みとして、オートキャンプ場のサニタリー施設の電球をＬＥＤ電球（36個）に

交換しました。施設や設備が長寿命化する事で、公園利用者の皆様の安心・安全につながるものと確

信致しており、今後も継続していきたいと思っております。

プール棟機械室点検状況 ＬＥＤ電球交換状況

2 / 87 



⑥．自己評価（第１四半期）

【自己評価】

②公園管理（植栽樹木管理など）

③公園管理（清掃・ゴミ処理など）

トイレ清掃作業の様子 トイレ内花設置の様子

素晴らしい緑の松林 松くい虫被害木処理（燻蒸処理）の作業

寄植刈込作業の様子 除草作業の様子

　トイレ清掃・ゴミ清掃は1日に2回（午前・午後）行っており、特にトイレ清掃などは十分な気配りを持って
行っております。ただトイレに扉のない開放型があり風の強い日などは落ち葉や砂が飛び込んでくる事
も多くあります。利用者の安全対策上、扉を閉める事が難しいのでしょうが、ひと工夫が必要と考えてお
ります
　また、このところゴミの不法投棄が激減し、作業員にとりましても努力が報われた様な安堵感を感じて
いる様であります。また来園者のマナーが向上しているのも確かであります。もっときれいに！！今後も
手をゆるめる事もなく、努力してまいる所存であります。

　4月において、多くの作業時間を費やいたしましたものに、松喰い虫被害木の処理でありました。素晴
らしい緑の松林の中に赤く枯れた被害松の処理を行いました。徹底して伐採処理と燻蒸処理を行い現
在に至っており、今後も素晴らしい松林の保全に努め、紫雲寺記念公園の魅力は松林が緑豊かに保
たれている事にあると考えており、今後も心を込めた保存に努めてまいります。
　また、パークウェーの緑豊かな道路は当公園の利用者をお迎えするウエルカムロード（歓迎道路）で
あり、剪定・除草管理においていつ来られても綺麗ですねと言っていただける様に気配りのある管理に
努めてまいります。
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⑥．自己評価（第１四半期）

3．運営管理業務
①利用状況（利用時間・利用規則）

②管理人の対応（管理人・作業員の対応）

④自主事業について
　当四半期の自主事業（イベント）の実施状況は、「4-4.平成25年度イベント実施報告」の通りです。
　4月～6月に合計26回のイベントを実施し、2,884人ものイベント参加者のみなさまがいらっしゃいまし
た。特に毎年恒例になりました「チューリップ・フェアｉｎ紫雲寺」は4月27日～5月6日まで行い、今年は新
企画として“メモリアルパークウイーク”として日替わりでイベントを行い、1人でも多くの方より紫雲寺記念
公園に来ていただきたいと思い実施しました。結果、天候にも恵まれ、多数の方々よりご来園いただき
ました。
　また、バーベキュー施設利用のお客様から「バーベキュー担当者の方の心遣い、気配り、対応が大変

素晴らしかったです。再度利用したいと思います。」、学校行事でいらっしゃった先生から「仕事で利用

させていただきましたが、個人的に利用したいと思います。」などありがたいお言葉をいただき、公園ス

タッフ一同これからもよりよい公園管理業務に努めていきたいと思っております。

「チューリップ・フェアｉｎ紫雲寺」の様子 「バーべキュー広場」の様子

【自己評価】

　この紫雲寺記念公園は24時間開放型の出入り自由な公園です。外灯は駐車場外灯・パークウェー外
灯、オートキャンプ場外灯、海水浴場浜茶屋廻り外灯など多数設置されております。
　また、公園利用者の利便性向上に繋がると思い、公園管理事務所内で「車イス」や「ベビーカー」、
「遊び道具（バドミントン・ゴムボール・なわとび・フライングディスク・フラフープ）」の貸し出しを無料で
行っており、多くの方々に大変好評です。その他、「犬専用水飲み容器」も設置しており好評でありま
す。

　毎日朝礼時には、当日の管理・作業スタッフ全員で公園利用者みなさまに対する基本的なマナーや
お問い合わせに対する言葉遣い、あいさつなどの教育を行い、管理・作業スタッフ全員の意識向上を
図っております。また、来園者に対する「おはようございます」「こんにちは」と皆様に一声掛ける様に心
掛けております。

あそび道具の貸し出し 朝礼時の「作業指示・安全教育」実施状況
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⑥．自己評価（第１四半期）

⑤地域住民との連携について

⑥関係機関との連絡調整について
当四半期におきましては、下記の通りであります。

○平成25年度　第１回新発田市紫雲寺地域活性化推進委員会
日時：平成25年5月1日（水）　16：00～
場所：紫雲寺商工会館　研修室
内容：（1）平成25年度地域活性化計画について
　　　　（2）しばた紫雲寺いまいもの再発見フェアｉｎ2013春の開催状況について

○平成25年度紫雲寺地区松くい虫防除（無人ヘリコプター散布）実施説明会
日時：平成25年5月28日（水）　9：00～
場所：紫雲寺地区公民館　２階　視聴覚室
内容：松くい虫無人ヘリコプター散布の実施内容について

○平成25年度藤塚浜海水浴場海開き安全祈願祭
日時：平成25年6月21日（金）　10：00～
場所：藤塚浜海水浴場　浜茶屋マルシン
内容：①安全祈願祭　　②アトラクション　　③祝宴

　地域住民との連携につきましては、地元地域のグラウンド・ゴルフ愛好会の方から御提案をいただき、
「第1回紫雲寺記念公園グラウンド・ゴルフ大会」を開催し、104名様の地域の方々に参加していただき
ました。
　また、愛鳥センターとの共催で行った「紫雲寺記念公園探鳥会」や毎年恒例のチューリップ球根掘り
取り隊」、「花壇花うえ体験隊」にも多くの地域住民のみなさまにご参加いただき、とても良い連携協力
活動が出来ました。

「第1回紫雲寺記念公園 「チューリップ球根掘り取り隊」の様子
グラウンド・ゴルフ大会」の様子

【自己評価】

　公園管理運営業務及び自主事業（イベント）開催につきましては、現在新発田市役所紫雲寺支所の
文書配布日程表にそって、広報を行い定期的に全戸への配布を行い効果を上げつつあります。
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【自己評価】

①指定管理者として

②資金計画について
　平成25年度第2四半期の資金計画執行状況は、②事業費執行表にて報告の通りです。

履行確認会議」開催状況　

　この資金計画において特に留意しなければならないのは、オートキャンプ場、各施設の老朽化でありま
す。早く更新しなければならない施設もありますが、日々の管理運営業務の中で知恵を出し合いながら十
分気を使った設備の運転や延命出来る物は最善を尽くして運転し、同時に経費の縮減にも努め、利用者

の立場に立った運営を行い、苦情発生ゼロに努めました。結果として、利用者に迷惑の掛けない様に努

力し今日に至っており、今後も注意深く観察し、不測の事態にならない様に一生懸命努力致してまいりま

す。

汚水処理施設ブロワー室給気ファン 紫雲の郷プール棟男子トイレ
交換完了の様子 　交換完了の様子

⑥．自己評価（第2四半期）

　新潟県立紫雲寺記念公園の指定管理者として、当第2四半期におきましては、新潟県の仕様書に基づ

き維持管理運営業務は計画通りに行われている事はもとより、指定管理者の基本理念である全ての利用

者に平等の利用を提供し、多くの人達が安全で安心して楽しめる公園施設をモットーに公園管理を行っ

てまいりました。
　そんな折、新潟市西蒲区巻町の角田浜浜茶屋組合の方々が来園され、人気のあるオートキャンプ場を

お手本にし、角田浜でもキャンプ場を作りたいと御来園されました。私達にとりましても今以上にもっと新

潟県に訪れる観光客が増加し、人気のあるオートキャンプ場が増えてもらいたいと願っておりましたもので

すから、とても嬉しいお話としてお聞かせ願うことと致しました。
　また、7月と9月には「紫雲寺記念公園履行確認会議」を開催致しました。2ケ月ごとの開催となっておりま

して、日々の業務内容や管理運営につきまして、公園管理スタッフ以外にのグループメンバーと話し合う

事で、自らのチェックを実施いたしました。今後もこの様な会議を継続実施することで、より一層の公園管

理運営業務の向上に努めてまいりたいと思っております。

オートキャンプ場の様子 　「紫雲寺記念公園グループ
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⑥．自己評価（第2四半期）

【自己評価】

③管理運営について

1.公園整備状況

①施設・整備管理

2.維持管理業務

①公園施設管理（車道、駐車場、遊歩道、遊具、建物（内部・外部）・園路・街灯・その他 など）

パークウェー寄植刈込作業状況 健康遊具修繕の様子

　公園の施設・整備は古いもので約15～20年あまり経過しており、各施設・整備につきましては、当公園

施設を熟知しておりますマルチ作業員による日々の巡回・点検において発見次第素早く対応致してお

ります。一般施設の修繕・補修・改善は、5-3.調査報告の通りでありますが、紫雲の郷内温泉水を利用
致しております施設など機械器具への塩分による腐食についても、今以上の細心の点検と注意を払

い、壊れる前に更新することで、大事に至らないで今日に至っております。今後も軽微なうちに進行を

食い止める様、職員一同気を引き締め努力致してまいります。

プール棟機械室点検状況 プール棟機械室点検状況

　この紫雲寺記念公園の最大の魅力は都市公園の中に公園利用者及び一般車両が自由に往来して
いるところにあります。公園エリアとして囲いがないところも魅力の1つでもあります。私達は指定管理者
として全ての利用者がパークウェーの安全通行を第１と考えております。又、美しく管理されたパーク
ウェーの緑地帯も重要な要素と考えております。この美しさが公園の美しさに直接結び付くものとして、
一体の管理を心掛けております。
　遊具につきましては、専門家による点検を行い、ロープウェイのワイヤーロープ交換とトリム広場の健

康遊具の全面塗装を行った事により、健康遊具を使用して楽しかったというアンケートが届くようになり

ました。
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⑥．自己評価（第2四半期）

【自己評価】

②公園管理（植栽樹木管理など）

③公園管理（清掃・ゴミ処理など）

3．運営管理業務
①利用状況（利用時間・利用規則）

　私達管理者は、毎日の巡回・点検時にゴミ拾い清掃を同時に行っております。私達のモットーは、い
つ訪れてもきれいに管理されていると言っていただける様な公園を目指し、私達紫雲寺記念公園グ
ループは、公園利用者から不満ゼロを目指し公園の管理運営を行っております。

トイレ清掃作業の様子 海水浴場トイレ足洗い容器設置

　公園利用者みなさまに、安心・安全に利用していただける様に、休日など利用者の多い日には通常
の巡回・点検時以外にも緊急時に備えてAED（自動体外除細動器）と救急パックを持っての園内巡回
を実施いたしました。
　また、現在バーベキュー施設利用時の食材の提供は行っておりませんが、利用者のお問い合わせも
あることから、地元のお肉屋さんと連携してバーベキューセット（お肉・お野菜・皿・箸など）の注文を受け
るサービスを来年度の実施に向けて調整中です。

　紫雲寺記念公園の美しさは黒松林に囲まれ、日本海から吹き付ける北西の風を遮り園内に植栽され
た高木・中木・低木の全てを凍り付く寒さから守る事を第１の使命としている黒松林にあります。平成２５
年７月頃よりその黒松に異変が生じて来ております。

　本来ならば第２四半期においては濃い緑におおわれている季節であるはずなのだが、９月頃から黒
松林が松喰い虫の被害に逢い、赤く変色した黒松が多く見うけられる様になってきました。その勢いは
衰える事もなく、勢いを増すばかりであります。皆さんで協力し知恵を出していただき、最善策を講じた
いと考えております。

第４駐車場付近の黒松林の様子 第４駐車場付近の黒松林の様子
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⑥．自己評価（第2四半期）

②管理人の対応（管理人・作業員の対応）

④自主事業について
　当四半期の自主事業（イベント）の実施状況は、「4-4.平成25年度イベント実施報告」の通りです。
　7月～9月に合計18回のイベントを実施し、366人ものイベント参加者のみなさまがいらっしゃいました。
　毎年恒例となりました、「バラの講習会」や「フラワーアレンジメント体験教室」のお花のイベントは女性
に人気があり、多くの紫雲寺地域の方々に参加していただきました。また、紫雲の郷と連携した「水中エ
クササイズ」や新潟県愛鳥センターと連携した夏休みイベントとして「ナイトウォーク夜の生き物を探そう」
「巣箱作り教室」「夏休み昆虫観察会」など、子供たちにも喜んでもらえました。
　今後も紫雲寺記念公園にもっと親しんでいただけるように各隣接施設と連携しながら、利用者のニー
ズにあった自主事業（イベント）を企画、運営していきたいと思います。

夏休み昆虫観察会の様子 巣箱作り教室の様子

【自己評価】

　私達、紫雲寺記念公園グループでは、毎月１回朝礼時に全職員「マナー教育」「個人情報保護教育」
「安全衛生教育」「AEDの使用方法教育」を実施致しております。また、公園利用者に対する受け答え
の言葉遣いなど、細かい事ではありますが、毎月行う事で全員が言葉遣いが大切であるかを理解する
様になってまいりました。また、「遊具の日常点検講習会」の受講もいたしました。

個人情報保護教育の様子 救命訓練の様子
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⑥．自己評価（第2四半期）

⑤地域住民との連携について

⑥関係機関との連絡調整について
当四半期におきましては、下記の通りであります。

○平成25年度　第2回新発田市紫雲寺地域活性化推進委員会
日時 ： 平成25年7月30日（火）　午後1時30分～
場所 ： 紫雲寺商工会館　研修室
内容 ： （1）しばた紫雲寺いまいもの再発見フェアｉｎ2013秋の日程について

（2）紫雲寺商業活性化事前調査事業の進捗状況について
（3）その他について

　公園管理運営業務及び自主事業（イベント）開催につきましては、現在新発田市役所紫雲寺支所の
文書配布日程表にそって、広報を行い定期的に全戸への配布を行い効果を上げつつあります。

　地域住民との連携につきましては、地元地域グラウンド・ゴルフ愛好会の方から御協力をいただき、今
年の春に行い大好評だった、「第２回紫雲寺記念公園グラウンド・ゴルフ大会」を開催し、92名様の地域
の方々に参加していただきました。
　また、「公園管理体験学習」や「公園ボランティア活動」が行われました。地元中学校の２学年の生徒さ
ん２名に、公園の管理作業体験を行っていただき、管理者しても生徒さんから学ぶ事もあり、とても良い
連携協力活動を行うことができました。

「第２回紫雲寺記念公園 「公園管理体験学習」の様子
グラウンド・ゴルフ大会」の様子

【自己評価】
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