
【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3四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。

　　「イルミネーションライトアップ」の様子

「イルミネーションライトアップ」の様子 「紫雲寺記念公園グループ履行確認会議」

　開催状況

　新潟県の最大級の面積を誇る県立紫雲寺記念公園の冬の魅力発信は、年末から年始にかけての
「イルミネーションライトアップ」イベントと考え、当公園のイベントの柱に据えられるものとして実施致しま
した。今年度は管理事務所壁面に追加設置致しました。１人でも多くの方より、御覧頂き紫雲寺記念公園
の夜の魅力をご堪能して頂きたいと思います。又、設置の全てを公園スタッフで行い、LED電球を使用し
低予算と新たな魅力形成の基盤が出来た様に考えております。

　　公園管理事務所の 「イルミネーションライトアップ」設置の様子

⑥．自己評価（第3四半期）

　新潟県立紫雲寺記念公園の指定管理者として、私達紫雲寺記念公園グループは県立紫雲寺記念公
園が「様々な人々が集い、笑顔が溢れる交流の拠点」を目指して管理運営業務を行ってまいりました。
　当第3四半期におきましては、新潟県の仕様基準に基づき維持管理運営業務を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ります、全ての利用者に平等な利用を提供し、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運営を行ってまいりました。当公園は新潟県内
はもとより、県外からも多くの方から御来園・御利用いただいております事は皆様御承知の通りでございま
す。

　当期10月・11月・12月は予定致しておりました各種自主事業（イベント等）を実施し、多数の皆様より公

園を御利用していただきました事に深く感謝申し上げます。又、前年度より実施しておりました休憩所「ま

つば」（公園お散歩カフェ）のイルミネーションライトアップと今年は公園管理事務所前面壁面におきまし

ても、新たにバージョンアップしイルミネーションライトアップを実施し、皆様より好評頂いております。この
事で来園者より夜のパークウェーから左右両方向の車両より御覧いただく事が出来る様になり、事務所前

を１周する車両が見られる様になりました。次年度も継続実施の予定であり、夜の公園を楽しんでもらう事

により、紫雲寺記念公園の新たな魅力が加わり来園者の増加につながるものと確信を致しました。
　11月には「紫雲寺記念公園グループ履行確認会議」を開催し、日々の業務内容や管理運営について
公園管理スタッフ以外のグループメンバーと語り合い、自らのチェックを実施しました。今後もこのような会
議を継続することで、一層の公園管理運営業務向上に努め、更なる公園の魅力発信事業を行う事で、今
以上に多くの紫雲寺記念公園ファンの増加に努力致してまいります。
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⑥．自己評価（第3四半期）

【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）
　紫雲寺記念公園の駐車場・園路・遊歩道は、当公園における来園者にとりましては園内の隅々まで
導く重要な案内役ベルボーイであり、公園にとりましてもとても重要であるとともに、公園に訪れる来園
者を素敵な赤松林の奥までお連れする案内人の役目もあります。私達は園路と園路の法面を美しく管
理する事で公園の魅力がアップするものと考え、特に気を配った管理を行ってまいりました。
　今後もこの様な考えのもと、素敵な園路管理を行う事で、紫雲寺記念公園がさらに魅力がアップし、
来園者の増加に繋がるものと確信を致しております。

園路清掃の様子 園内利用の様子

　当公園におきます主な施設や設備はオートキャンプ場設備・紫雲の郷のプール及び地下機械設備・
体育館設備などの施設や設備も設置後20年程度経過しており、全ての設備において更新の時期に来
ており、特に機械設備は毎日運転して使用しているため日々の管理点検が大切であり、大事にならな
い様紫雲の郷の管理者と力を合わせ管理運営致しております。
　又、その他の施設整備に付きましては、公園施設を熟知しておりますマルチ作業員による日常点検と
重点点検により大事にいたる前に素早い対応を行っております。修繕などの管理履歴を付ける事で対

応を素早く行う体制としております。
　又、新発田地域振興局担当者によります適切な指導のもと、現在まで大きなトラブルに発展する事も
なく、予防的な補修を実行しており、施設や設備が長寿命化するものと信じ実行しております。今後も

施設が長寿命化する様、継続実施し公園利用者の安全・安心に繋がる努力を致してまいります。

重点点検の様子 遊歩道修繕の様子
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⑥．自己評価（第3四半期）

【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）
　紫雲寺記念公園グループとしまして、震災後現在でも節電対策を継続しており、現在では当たり前の
様に節電を継続しており、誰一人として不満を口にする者はおりません。日々の巡回・点検時などに
は、不必要な電灯を常にOFFにする癖が付いており現在のところは無駄な消費は行っておりません。

　来園者の方から「ドングリの落ちているところはありますか」「ドングリ拾いに行きたいのですがどんなド
ングリがありますか」などの問い合わせがありました。当公園にはウバメガシやマテバシイが植栽されて
いますが、今後ドングリのなる樹木の植栽をしたいと考えております。
(ウバメガシ・マテバシイ・シイの木などはドングリが多く採取される樹木の代表です。）

チューリップ球根球植栽の様子 コブシの花芽の様子

　私達は、「いつ訪れてもきれいに管理されていますね」と言っていただける様な公園管理を目指し、毎
日トイレ清掃と園内ゴミ清掃を欠かさず実行しております。今では「いつもきれいにしてありますね」とお
褒めの言葉をいただく様になりました。お褒めの言葉を励みに毎日職員一同清掃作業には力を入れ
実行致しております。

トイレ清掃作業の様子 季節のお花設置の様子

　植栽樹木管理につきましては、樹木の特性に見合った管理を心掛ける事はもとより、剪定時期にも留
意し管理を行う事で紫雲寺記念公園の美しさを一層引き立てるものと考えております。
　第3四半期に入りますと早い樹木ですと11月・12月頃には来年の花芽が膨らんでまいりました。パーク
ウェーではコブシなどが代表例であり、たくさんの花芽が出揃い始めており、来春が待ち遠しい限りで
あります。又、チューリップ広場花壇やパークウェー花壇などのチューリップ球根植栽も例年通り完了し
ており、4月末頃には美しい花を咲かせてくれるものと思います。
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⑥．自己評価（第3四半期）

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

「体育館でのエクササイズ」イベントの様子

　愛鳥センターと共同主催の「バードカービング入門講座」や「探鳥会」、紫雲の郷と連携した「水中エク
ササイズ」や「体育館でのエクササイズ」、「ボクササイズ教室」などを行いました。また、毎年恒例の「お
しゃれな花炭作り」や「クリスマスリース作り」、お正月花の「フラワーアレンジメント教室」も女性に大人気
のイベントで多くの皆様に楽しんでいただく事ができました。
　今後も紫雲寺記念公園にもっと親しんでいただける様に各近隣施設と連携しながら、利用者ニーズ
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。

「紫雲寺記念公園探鳥会」イベントの様子

【自己評価】

　毎日の朝礼時に当日の管理・作業内容をスタッフ全員に周知徹底し、安全で効率のよい作業が行わ
れる様になりました。
　又、公園利用者には笑顔で丁寧な対応を心掛ける事など来園者を一番大切に考える事を実行出来
る様、指導を行っております。

朝礼時の「作業指示・安全教育」実施状況 朝礼時の「作業指示・安全教育」実施状況

　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。
　10月～12月に合計30回のイベントを実施し、454人ものイベント参加者の皆様より楽しんでいただきま
した。御参加いただいた皆様には感謝申し上げます。
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⑥．自己評価（第3四半期）

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。

○第1回新潟県立紫雲寺記念公園連絡調整会議

日時 ： 平成25年11月9日（土）　午後6時～
場所 ： 紫雲の郷内会議室
内容 ：

（1）連絡網の構築
（2）会議開催の頻度
（3）その他

○平成25年度　紫雲寺記念公園外部評価委員会による事業評価会議

日時 ： 平成25年11月15日（金）　午後1時30分～
場所 ： 紫雲の郷内会議室

※別紙　　「1-1.平成25年度　紫雲寺記念公園外部評価委員会による事業評価会議の報告」の通りです。

県立紫雲寺記念公園内に運営活動主体を有しておられます事業所の方々に出席をい
ただき、県立紫雲寺記念公園をこよなく愛し、共に繁栄し、公園利用者に喜びと感動を
与えるための会議であり、出席された皆様から活発な御意見を述べていただきました。

【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。

　平成25年度の地域住民との連携につきましては、例年でありますと「しばた紫雲寺うまいもの再発見

フェアin2014秋」として紫雲の郷脇の芝生広場にて開催される予定になっておりましたが、今年度にお

きましては新設された「松塚漁港の港まつり」との共同開催となり、私達グループも新松塚漁港港内に

て、公園案内ブースを設けさせていただき、開港のお祝いのお手伝いをさせていただき、多いに開港

祭を盛り上げ、港の新しい船出のお祝いをさせていただきました。

松塚漁港竣工式の様子 紫雲寺記念公園グループ出店の様子
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【自己評価結果】

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
　平成25年度第4四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。

⑥．自己評価（第4四半期）

　紫雲寺記念公園の指定管理者として、2期目の最後の四半期報告をさせていただいておるわけであり
ますが、最近感じられる事は、この地域の近隣の多くの方々と顔見知りとなり、よく声を掛けていただく様
になってきた事です。私達も、安心して公園管理や運営に専念出き、職員も来園者の事を考え作業の内
容や効果を私達管理職員にたずねられる事が多くなり、今までとは違う心地よい感覚が生まれてきてお
り、作業も順調に行え地域の方々から私達公園管理者としてではなく、地域の一員と考えてもらう様に

なって来たのではないかと考えております。
　私達グループは、新潟県の公の施設の管理代行者として、指定管理者の基本理念を忠実に実行し、

新潟県都市公園条例等、その他関係法令を遵守し、信頼される指定管理者を目指し、緑化・環境のプロ

としての豊富な知識、経験、技術力を最大限発揮し、「全ての利用者に平等の利用を提供し沢山の人達

が安全に楽しめる施設」を基本理念に“様々な人々が集い笑顔が溢れる交流の拠点”の更なる飛躍を目
指して管理運営業務を行ってまいりました。

　平成24年4月1日～平成26年3月末日までの2年間、この地で管理運営をさせていただいた事に誇りと

自信を持ち来期に向け心を新たに職員一同、信頼される指定管理者を目指してまいります。

外部評価委員による事業評価会議の様子

　新潟県の最大級の面積を誇り、日本海より直接連なる県立紫雲寺記念公園の魅力は黒松林の美しさと
日本海に沈む夕日、日本海の荒波の雄大さが最大の魅力であります。しかし、一つだけ残念な事が御座
いました。真夏の最大イベントでありました新発田市主催の藤塚浜海水浴場沖合に打ち上げる花火大会
であります。平成25年夏の花火によります事故の発生により、平成26年度は中止となった事であります。
　私達グループとしましては新たな魅力作りと魅力の最大発揮のため、新たなバーベキュー施設の増設

を考え、県当局の御理解をいただき準備を進めているところであります。

　又、新潟県新発田地域振興局様の御配慮によりまして、予てより要望の多かったオートキャンプ場の和

式トイレから洋式水洗トイレへの更新、サニタリー施設の換気扇・照明タイマー改修などを行っていただ
き、平成26年春には、オートキャンプ場利用者からの苦情は激減するものと考えております。

バーベキュー卓リニューアル バーベキュー卓の増設
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⑥．自己評価（第4四半期）

【自己評価結果】

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）

　紫雲寺記念公園の施設や設備には古くなってきている多くのものがあり、今期におきましては県当局
におきまして、施設・設備の改修が行われました。
　今後につきましては、グループ内に専門職員もおり、日々の巡回時に素早い対応で故障の発生のな
い点検維持を継続いたしてまいります。

施設・設備点検状況 園内巡回状況

　維持管理の全てにおいて日々の巡回や点検時には、見逃すことなく注意深く行っておりますが、当
公園の施設は20年近く経過したものも多く、当四半期におきましては、プール棟内バーディープール
上部の壁が塩害と経年劣化により亀裂が入りコンクリート部が剥がれ落ちる危険があることから、応急作
業を行いました。
　又、愛鳥センターより依頼された観察池に長年堆積したヘドロの除去作業も行い、きれいな水質とな
り春から多くの野鳥や昆虫類が来てくれると思います。
　今後につきましても、日常点検による傷みのある施設の早期発見に努め、すばやく対応することにより
安全な施設維持を継続いたしてまいります。

プール棟壁修繕作業状況 観察池ヘドロ除去作業状況
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⑥．自己評価（第4四半期）

【自己評価結果】

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）

　当グループが紫雲寺記念公園を管理運営をさせていただきまして、平成26年4月を迎えると3年目の
春となります。当公園のパークウェー内に多くの花を咲かせるツツジ類が植栽されているのに殆どのツ
ツジ類に花が咲きません。私達は低木剪定の時季の不敵によるものと考え、丸2年かかりましたが慎重
に剪定時季を見極め管理を行い、3年目の平成26年3月～4月に多くの花芽が付いてきました。長い間
待ったかいがあり、職員同士喜び合いました。今後もすべての樹木において剪定時季に気を配り管理
を行ってまいります。

昨年の刈込剪定作業状況 オオムラサキツツジ花芽の様子

　私達グループは毎日トイレ清掃・ゴミ清掃（拾い）を行っておりますが、トイレが汚れていると言う苦情を
最近まったくいただかなくなり、大変嬉しく思っております。また、園内のゴミの不法投棄もほとんどなく
なってまいりました。漸く私達グループが公園利用者から理解されて来た事を実感致しております。今
後もこの事で甘えることなく、日々職員一同精進してまいります。

トイレ清掃作業状況 トイレに観葉植物の設置の様子

　当第4四半期の一般公園利用者や団体利用者はとても少なく、毎年の事ではありますがとても残念に
思います。一つだけ希望を申し上げさせて頂くならば、冬場の小型運動場（ビニールハウス型）が可能
であれば子供達から遊びに来て頂く事が出来るのではないかと考えます。
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⑥．自己評価（第4四半期）

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

【自己評価結果】

　私達は毎日の朝礼時に管理・作業スタッフ全員で「安全教育」「マナー教育」と当日の作業実施内容
の説明を行っております。公園利用者に対するマナー教育及び作業実施内容の説明を行う事と作業
員の顔色や反応などで体調はどうですかと訪ねる事を実行し無事故・無災害を続けております。また、
この事で管理者・作業スタッフの資質の向上に繋がって来ている様に感じております。

安全衛生教育実施状況 作業指示及び安全・技術教育実施状況

　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。
　1月～3月に合計16回のイベントを実施し、２８３人ものイベント参加者の皆様より楽しんでいただきまし
た。御参加いただいた皆様には感謝申し上げます。
　紫雲の郷さんとの共催による水中エクササイズは寒い外とは無関係で温かいプールでの人気のあり
ますイベントに成長しております。またイルミネーションライトアップは休憩所「まつば」に加え新たに公
園管理事務所壁面においても点灯し、新たなイメージアップにつなげる事が出来たと考えております。
平成26年度におきまして拡大し、イルミネーションの設置を行う予定であります。

「水中エクササイズ冬」の様子 「イルミネーションライトアップ」の様子

4 / 87 



⑥．自己評価（第4四半期）

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3回新発田市紫雲寺地域活性化推進委員会

日時 ： 平成26年1月27日（月）　午後3時～
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秋の開催状況について

（2）紫雲寺商業活性化事前調査研究事業の実績報告について
（3）平成26年度の事業計画について

○平成25年度　紫雲寺記念公園外部評価委員会による事業評価会議

日時 ： 平成26年2月26日（水）　午後1時30分～
場所 ： 紫雲の郷内会議室

※別紙　「1-1.平成25年度　紫雲寺記念公園外部評価委員会による事業評価会議の報告」の通りです。

○第2回新潟県立紫雲寺記念公園連絡調整会議

日時 ： 平成26年2月28日（金）　午後6時～
場所 ： 紫雲の郷内会議室
内容 ：

（1）連絡網の構築
（2）会議開催の頻度
（3）その他

○新発田市健康推進課めざせ100彩推進係との連携

新発田市健康推進課 めざせ100彩健康づくり推進実行委員会発行の「健康ウォーク手帳」の
新発田市ウォーキングコースに“県立紫雲寺記念公園シウンジャーコース”として掲載して
いただきました。（別紙あり）

　又、新潟県愛鳥センターと共同主催で「足跡ウォッチング」や「探鳥路観察会（3回）」を開催し、松林
の冬を感じる散策をし、参加して頂いた地域の方々に楽しんでいただきました。

「バラの講習会」の様子 「足跡ウォッチング」の様子

県立紫雲寺記念公園内に運営活動主体を有しておられます事業所の方々に出席をい
ただき、県立紫雲寺記念公園をこよなく愛し、共に繁栄し、公園利用者に喜びと感動を
与えるための会議であり、出席された皆様から活発な御意見を述べていただきました。

【自己評価結果】

　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。紫雲
寺地域全体に回覧され今度はどんなイベントになるのか期待される様になりました。
　地元紫雲寺町に在住の新潟ばら会副会長の佐藤七郎先生を講師にお招きし、「バラの講習会（4回
目）」を開催しました。春から冬まで約1年間に亘るバラの植栽・維持・管理のトータルにおよぶ管理講習
（年4回）の最終回です。御指導頂きました佐藤先生及び講義を熱心に聴講されました参加者の皆様
におかれましては長期に亘り大変ありがとうございました。
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No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

1 基本的な考え方

他の県立都市公園には見られない５つのゾーンそれ
ぞれに多彩な機能を持っていることから、当公園の
設置目的、整備方針、管理方針を十分理解し、“公
正・公平・平等”な管理運営を行います。
新潟県の公の施設の管理代行者として、指定管理者
の基本理念を忠実に実行し、新潟県都市公園条例
等、その他関連法令を遵守し、信頼される指定管理
者を目指し、緑化・環境のプロとしての豊富な知識、
経験、技術力を最大限発揮し、「全ての利用者に平
等の利用を提供し沢山の人達が安全に楽しめる施
設」を基本理念に“様々な人々が集い笑顔が溢れる
交流の拠点”を目指し運営致します。

― ―

2

3

公園での様々な活動を通じて「地域の歴史・伝統・文
化・先人の思い・知恵、自然の大切さ・生き物の尊さ」
を未来へ伝えていきます。
そしてこの思いは、大勢のみなさんに公園を利用して
いただき、幅広い世代間の交流が深まることで、歴史
について学んだり、公園の木々に触れ野鳥のさえず
りを聴いたり、自然の匂いを感じてもらえることで、か
なえられるものだと考えています。

○

○

紫雲寺地域の人々と連携し、手を取り合い紫雲寺記
念公園を育てていきます。そして、本公園が地域交
流の拠点となり、年齢や障がいの有無に関係なく、誰
もが安全に安心して利用できる快適な空間になること
で、人々の笑顔が溢れる公園にしていきます。

近隣住民のみなさまや地元商工会、近隣の学校関
係者とコミュニケーションを重ねていくうちに信頼関係
が構築され、私たちの情熱や仕事ぶりが評価される
だけでなく、紫雲寺記念公園を含めた周辺地域がよ
り魅力的な空間に成長しているのではないかと考え
て実践しております。

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

１.　管理運営方針　【様々な人々が集い 笑顔が溢れる交流の拠点を目指して】

歴史をひもとき未来の笑顔へ

歴史をたどり地域づくりへ

未来の笑顔へとつながる公園とは、利用者にとって、
安全で安心し楽しく過ごせる美しい公園・施設である
事を常に心に明示し、公園スタッフ一同日々の管理
運営を行っています。具体的には、公園がバリアフ
リーである事、樹木は木々の持つ特徴を大切にした
剪定や成長を促す管理、全てにおいて、らしさ（特
徴・魅力）を表現出来る様な管理を行う事であると考
え、実行しました。しかし、この事の答えは、来園者み
なさまが寄せて下さるアンケートに記入された内容が
最も大切であると考え、3月に新発田市や新潟市、市
外など550施設以上に公園の各種案内を配布し、答
えの精度を高める努力をしました。その後、公園マッ
プ等の追加発送依頼や施設利用申込み（遠足など）
が増え続けております。

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

4 ５つのゾーンの５つの重点方針

“様々な人々が集い笑顔が溢れる交流の拠点”を目
指して、私たち公園グループは、５つのゾーンの５つ
の重点方針を掲げます。当公園が公の施設であるこ
とを十分認識したうえで、公正・公平・平等な利用を
確保した管理運営を行います。

○

地域と共に（海水浴・親水ゾーン）、魅力発信（海岸
森林浴と憩いゾーン）、楽しさづくり（健康運動ゾー
ン）、安心安全快適（文化交流と憩いゾーン）、環境
保全（自然観察・研究ゾーン）をコンセプトに、5つの
ゾーンそれぞれの魅力形成に努めました。

5 利用促進・利便性向上業務

「紫雲寺記念公園を大勢の方々に利用していただき
たい」それが私たちの願いです。様々な利用促進や
利便性上サービスを実践することにより、日本海と一
体になったこの素晴らしいオープンスペースが地域
交流の拠点となり、子どもたちの笑顔で光り輝き、
様々な活動やイベントを楽しむみなさんの笑い声で
賑わう、愛の溢れる公園に育てていきます。そして、
魅力ある公園を地域、県内、県外に広くアピールして
いきます。
年間イベント回数目標、６０回以上。
年間利用者数目標、５００千人以上。

○

公園利用者みなさまに大変喜んでいただけた多種多
様な自主事業の開催や緑と造園、環境のプロである
私たちグループにしかできない環境保全や樹木の性
質等に応じた将来につながる植物管理などにより、
多くの感動の育成ができたのではないかと思ってい
ます。
平成25年度の公園利用者数は、目標としていました
500千人を超えました。その利用者数こそが、交流の
促進であり、紫雲寺記念公園が県民みなさまの誇り
になっている証ではないかと考えます。

6 （1）供用日及び供用時間 （実施計画書参照） ― ―

7 （2）利用案内業務 （実施計画書参照） ― ―

8 供用日・供用時間 （実施計画書参照） ― ―

9 利用受付業務・受付方法等 （実施計画書参照） ― ―

2.　運営業務　利用促進・利便性向上業務

2.　運営業務　供用日・供用時間及び利用案内業務

2.　運営業務　有料公園施設の運営業務

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

10 行為許可業務 （実施計画書参照） ― ―

11 有料施設の利用料金 （実施計画書参照） ― ―

13 公園ホームページでの広報活動 ○

公園ホームページには特に力を入れました。季節の
話題やイベント情報に加え、日々更新する「つれづ
れ日記」（公園ブログ）など、毎日見ても楽しめるホー
ムページになっています。
また、リンクにつきましても各県立、市立施設などのみ
なさまとの交流も深められました。

14 公園マスコットキャラクターの活用
チラシ・ポスター・看板など、様々な場所で活躍しても
らっています。

○

紫雲寺記念公園5つのゾーンのマスコットキャラクター
（シウンジャー）の愛称が一般公募で決定しました。
公園パンフレットやオートキャンプ場のパンフレットに
掲載しました。キャラクターシールを作成し、オート
キャンプ場売店で販売しました。

15 県指定アンケート
県立都市公園アンケート実施要綱に基づき実施しま
す。

○
実施要綱に基づき、適切にアンケート調査を行いまし
た。

2.　運営業務　意見聴取業務　【意見をいただける環境をつくり 公平な立場で対応します】

2.　運営業務　利用料金の徴収等業務

2.　運営業務　行為許可業務

チラシやポスターの作成、地域への回覧板等、
パンフレットの印刷及び配布など

各催し物（イベントなど）のチラシ等を作成し、回覧板
など多方面で広報しました。また、公園総合パンフ
レットやオートキャンプ場のパンフレットなども印刷し、
様々な施設に配布しました。どれも親しみやすく、わ
かりやすいチラシやパンフレットに仕上がったのでは
ないかと思っています。

12

2.　運営業務　広報業務  【公園の素晴らしさや魅力を多くのみなさんに伝えます】

広報業務は、公園の認知度の向上や利用者の増加
につながるとても重要な業務だと考えています。催し
物や地域住民との連携業務、講習会や自然観察
会、オートキャンプ場の情報をチラシ、ポスターや地
域の回覧板、ホームページのほか市町村広報、新
聞、新潟情報誌、ラジオ、テレビ等の各種媒体を活
用し、情報提供や取材などを誘致し、タイアップ企画
も立案します。時期や回数は、開催に合わせて広報
します。

○

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

16 日常における情報収集
利用者との直接対話や電話での公園管理に対する
意見、要望を随時受け付けます。

○

毎日実施しています朝礼時などでスタッフ全員で話
し合い、公園利用者みなさまから気軽にご意見を
言っていただける環境づくりを目指しました。そして、
みなさまのご意見（生の声）を活かした公園管理を行
うように努めてまいりました。

17 アンケートＢＯＸ 公園管理事務所や各休憩施設などに常設します。 ○ 園内4箇所にアンケートＢＯＸを常設しました。

18 アンケート調査
イベント時、団体利用、有料施設利用など、アンケー
ト調査を随時行います。

○ 適宜、アンケート調査を実施しました。

19 連絡調整会議と事業評価委員会 定期的に開催します。 ○

平成25年11月と平成26年2月に、外部評価委員によ
る事業評価会議をを開催しました。
平成25年11月と平成26年2月に、紫雲寺記念公園に
運営主体を有している方々に出席していただき、連
絡調整会議を開催しました。

20 ホームページでのアンケート ２４時間受け付けます。 ○ ―

2.　運営業務　地域・住民との連携業務　【地域と連携し交流を深め みんなで公園を育てます】

21 基本的な考え方

よりよい公園を育てるためには、地域や住民、運営主
体が異なる施設、行政機関との連携、協力なくしては
不可能だと考えます。地元自治体や住民団体施設と
の共同イベントなどを積極的に開催し、支援の協力も
惜しみません。
地域・住民、施設、行政機関とのパートナーシップに
よる公園運営を推進することで、指定管理者という枠
を越え、地域の一員として、紫雲寺記念公園をみん
なで育てていきます。

― ―

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

・新潟県愛鳥センターや紫雲の郷温泉施設など、園
  内全ての施設と連携した「公園スタンプラリー」を
  開催します。また、「探鳥会」や「健康づくりをテーマ
  とした教室」など、様々な連携も行います。
・浜茶屋組合や海水浴場安全センターを含め
  た施設との連絡体制を強化します。

○

2.　運営業務　地域・住民との連携業務　【地域と連携し交流を深め みんなで公園を育てます】

○

地域・住民との連携

・地域・住民みなさまと公園を育む活動として、「公園
  サポーター事業」を行います。また、地元生産者
  等と協力して、チューリップ広場の管理も行います。
・小・中学校などの教育機関を対象に、自然や緑に
・ついての総合的な管理プログラムの提供や職員の
・方を対象とした、「公園ガイドツアー」を行います。
・また、専門学校などによる「公園管理体験学習」
・なども・積極的に受け入れます。
・病院や福祉施設のみなさんと連携をして、リハビリ
・健康づくりの場としての「健康プログラム」を開催し
  ます。

平成25年度は、小・中学校や近隣企業、ボランティア
団体のみなさまとの交流を深められ、公園内の緑化
や清掃活動などを協働で行えました。

24 行政機関との連携

・市主催の各種イベントや「しばた食のふれあいフェ
  スタ」に協力するほか、地元特産品ＰＲなどの協力、
  支援を行います。
・警察や消防機関と連携をして、事故や災害時の
  対応などの講習会への受講や地域の防犯ネット
  ワークに加入します。

22

運営主体が異なる施設との連携

新発田市などの主催である、各種イベントにご協力し
ました。また、公園管理運営全てに関する連絡調整
及び利用者からの苦情・要望事項などは新潟県及び
地域振興局へ、急を要する事項については即報告、
そうでない事項は各四半期報告書にて提出しまし
た。また、各関係機関とも何かあればすぐに連絡を取
り合える体制となっています。

23

平成25年度も愛鳥センターや紫雲の郷などと連携
し、「探鳥会」や「水中エクササイズ」などのイベントを
開催し、公園利用者みなさまにも大変喜んでいただ
けました。
平成25年11月と平成26年2月に「紫雲寺記念公園連
絡調整会議」を開催し、各施設との連絡体制の強化
に努めました。

○

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※
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26 公園利用者向け案内 （実施計画書参照） ― ―

27 駐車場夜間閉鎖について （実施計画書参照） ― ―

28 基本的な考え方

県立紫雲寺記念公園は、地震などの災害時におい
て、避難地や防災活動の拠点として利用されることか
ら指定管理者は、災害時緊急時には、警察署や消
防署などの各関係機関や地域のみなさんと連携をと
りながら利用者の避難、誘導、安全確保及び必要な
通報等について的確に対応することが責務であると
考えます。

― ―

その他協力団体との連携

2.　運営業務　利用の禁止、制限業務

2.　運営業務　安全対策・緊急対応業務　【地域のみなさんが安心できる安全な公園施設を目指します】

○

藤塚浜体育振興会主催の「ビーチバレーボール大
会」や新発田市主催の「城下町新発田まつり海上花
火大会」に協力・支援を行いました。
又、地元紫雲寺グラウンド・ゴルフ協会やグラウンド・
ゴルフ愛好会の方のグラウンド・ゴルフ大会にもご協
力・連携しました。
チームエコグループやボランティア団体と連携し、園
内清掃活動を行いました。

・藤塚浜での「ビーチバレーボール大会」に協力、支
・援します。
・毎年8月に行われる「城下町新発田まつり海上花火
  大会」や漁港組合と連携をした「地引網体験」など
  に協力、支援します。
・サッカーの教室や大会、グランドゴルフ競技会に協
  力、支援します。
・「チームエコ」グループへの協力・支援や園内
  の落ち葉掃き、植物の保護、鳥の巣箱作成などを
  ボランティア団体のみなさんと行います。

25

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等
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29 安全対策

・事故発生の未然防止
・事件・事故及び災害発生時の対応
・利用者リスクの軽減
・現在地を示した銘板の設置

○

公園施設・整備は古いもので約20年以上経過してい
ます。各施設や遊具につきましても、マルチ作業員に
よる日常点検や軽微な修繕・改善・メンテナンスなど
を早期に行うことにより対応しました。
また、遊具施設におきましては特に安全管理に重点
をおきました。日常点検に加え、遊具点検資格者（遊
具専門業者）による「遊具年次点検」を実施し、専門
家による遊具の診断をあおぎました。結果、平成24年
度は“ゼロ災害”で終えられ、施設等の重大な破損・
故障・事故なども一切発生しませんでした。

30 緊急対応

来園者の安心・安全の確保の為、緊急時連絡体制を
新潟県及び新発田市と相互に確認するとともに、警
察や消防等の地域機関などと事故、災害時等の事
態に備え、緊急時連絡体制を整えます。そして、随
時連絡体制の確認を行うとともに、災害発生時には
行政機関、警察、消防等との連携を密にし、公園利
用者及び周辺地域住民にとって避難場所としての機
能を発揮できるようにします。

○
万が一に備え、各関係機関と連携を取り合い、緊急
時連絡体制を整え、万全の体制になっています。

31 災害・消防訓練等の実施計画 （実施計画書参照） ○
実施計画書通り、実施できました。
各訓練等の実施状況は、各四半期報告書にてご報
告しています。

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等
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32 基本的な考え方

県民みなさまの財産である、この素晴らしい大自然の
機能を十分に発揮させるためには、主な樹木である
松林の保全を目的とした樹木等植物育成管理が重
要であると考えます。また、利用者みなさまが、“安
心・安全・快適”に過ごせるように、それぞれのエリア
に応じた細やかな樹木等植物育成管理を目指しま
す。そして、子どもたちが安心して走りまわれる活動
空間の緑(芝生)の絨毯など、紫雲寺記念公園独自の
魅力形成に最善を尽します。

― ―

33 樹木や芝生の育成と保全（樹木・芝生地管理）

広域レクリエーション公園としての独自の魅力を最大
限に活かすため、本公園の主樹木である美しい赤
松・黒松などの高木を保全し、低木類の樹勢回復を
進めます。また、多目的運動広場の芝生地は、これ
までのよい管理を継続するとともに、それ以外の芝生
地については、芝生育成調査を行い、不良原因を特
定し改善・改良対策を考案し、育成管理に取り組み
ます。

○

本公園の魅力は県内最大の黒松、赤松の松林の樹
林帯の美しさです。今年の夏、松喰い虫被害木の発
生が多く見られましたが、当グループは早めに手を打
ち被害木の伐採に着手、現在はほとんど見られませ
ん。今後も観察し、早めの手を打ち被害の拡大を防
いでまいります。今年は樹幹注入材（メガトップ120ml
220本、80ｍｌ 141本、40ml 26本）を注入致しました。

34 花いっぱいの公園づくり（花壇管理）

新潟県の花“チューリップ”に代表される「花いっぱい
の紫雲寺記念公園」を今まで以上に拡大して、５つ
のゾーンそれぞれをもっと花いっぱいに飾ります。
造園のプロである、私たち公園グループの腕の見せ
どころでもあり、毎年毎シーズン植え替えが必要なこ
とから、花はいっぱいで、掛る費用を極力抑える工夫
や新潟県で改良された品種を導入し、見本園として
の機能もはたします。

○

当公園の最大の魅力はチューリップ広場のチューリッ
プの花であり、今年も予定通り美しい花を咲かせてく
れるでしょう。又、紫雲の郷花壇のチューリップの花
やパークウエー花壇のチューリップの花などとても美
しく咲き誇り、来園者の皆様に楽しんでいただけると
思います。

3　維持管理業務　樹木等植物育成管理　【花とみどりがいっぱい みんなの憩いの公園に】

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等
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35 自然と環境への配慮（全体管理）

紫雲寺記念公園の素晴らしく豊かな大自然を守り残
すため、生き物や環境に配慮した維持管理が求めら
れます。私たち公園グループは、環境をサポートする
プロとして、環境教育や総合学習の場として公園の
活用を推進します。更に多くの生き物を育み、子ども
たちが自然と触れ合える場所を作れるようなエコ活動
も推進します。

○

平成２5年度におきましては、紫雲寺中学校の生徒さ
ん２名が公園管理体験学習として落葉清掃及び樹木
刈込剪定作業をしてくださいました。子供達の一生懸
命さに驚かされたり感心させられたりの１日でありまし
た。子供達は１日、真剣に活動に取り組まれ、さぞ疲
れた事でしょう。本当に御苦労様でした。

36 基本的な考え方

施設をいつでも安全快適に使えるようにするために
は、日常的な点検と定期的な保守点検が必要不可
欠です。これからの施設維持管理には、より「予防保
全（プリメンテナンス）」が求められると思われることか
ら、施設・設備の法定点検や定期点検はもとより、各
施設にあった「点検マニュアル」等を作成し、随時点
検を行い安全な施設維持に努めます。そして、劣化
等による施設・設備等の不具合による事故を未然に
防ぎ、安心して快適に利用していただける公園施設
を提供します。

― ―

37
施設管理台帳等を活用した予防保全の強化
（管理全般）

各施設ごとに「施設管理計画」を作成し、ＰＤＣＡマネ
ジメントサイクルに基づき、施設管理台帳に管理記録
を蓄積します。県のデータとの共有など情報・資料の
一元化を図り、施設管理計画に反映させて、より安心
して快適に利用していただける施設の予防保全に努
めます。

○ 左記の通り、予防保全に取り組みました。

3　維持管理業務　一般施設の維持管理業務　【予防保全による施設の長寿命化に努めます】

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等
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⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

38
利用者の利便性と安全に配慮した施設管理
（保守管理）

資格を有する専門業社に定期的な保守点検を委託
し、「施設管理計画」に基づき部品等の交換を計画
的に行います。また、公園スタッフによる日常点検時
に施設の故障や不具合箇所の早期発見に努め、迅
速に対応し利用者の利便性を損なわないよう、安全
面にも十分配慮します。

○

老朽化した施設の安全点検を実施し、必要に応じ随
時、応急処理やメンテナンス・補修を行いました。
また、管理者で対応できない施設などにおいては、
県に施設維持補修・施設改善の要望報告書として、
提出しました。

39 快適な公園づくりの創意工夫（管理工夫）

維持管理業務を適正に行うことはもちろんのこと、利
用者の利便性や快適性の向上を図るため様々な工
夫と演出を行います。高価なものではなくても、なぜ
かこの公園に来ると“ホッ”とすると思っていただきた
いと考えています。

○
公園を利用する視点での公園管理業務に努めまし
た。徐々にはですが、その効果がでてきているように
感じます。

40 基本的な考え方

“食”に関わる有料施設があることから、衛生面には
格別の配慮をした清掃が求められます。屋内外の運
動施設やプール等においても清潔な環境を常に保
つことが責務だと考えます。
また、「ベンチ」「遊具」「トイレ」清掃に重点をおきま
す。そこで休憩をし、語り合い、読書や食事を楽しむ
ベンチやテーブル。子どもたちの小さな手が触れる
遊具。トイレについても汚れを見つけ次第すぐに清
掃する習慣をつけ、季節の花やかわいらしい消臭剤
を飾るなどして、汚しにくい環境づくりに努めます。

― ―

3　維持管理業務　樹木等植栽管理　【いつでもきれいな公園で来園者をお迎えします】

3　維持管理業務　一般施設の維持管理業務　【予防保全による施設の長寿命化に努めます】

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等
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41 園地清掃

いつ来園されても気持ちよく利用していただけるよう
に園地をきれいに明るく保ちます。「清掃マップ／マ
ニュアル」などを作成し、それを基にスタッフの定期
研修や朝礼時にその日の重点清掃箇所などを確認
します。また、園地に持ち込んだゴミは必ず持ち帰っ
ていただけるように公園入口に掲示板を設け、「ゴミ
持ち帰り運動」などの案内を設置し、マナー啓発活
動にも取り組みます。

○

園地清掃などは最低でも1日に2回以上行い、公園利
用者が多い時期には清掃頻度を増やすなど、「清掃
マップ/マニュアル」を活用し、快適で清潔な空間を
ご提供できるように努めました。
また、「ゴミ持ち帰り運動」にも積極的に取り組み、成
果を上げています。

42 トイレ、建物等、施設の清掃

各施設をいつもきれいに保つことで利用者の方が汚
しにくい環境をつくることが大切だと考えます。
また、各施設清掃時において、「エコ清掃」に取り組
ます。作業面等で問題がなければ継続し、環境に優
しい清掃作業のお手本になれるようにしていきたいと
思います。

○

汚すことで罪悪感を感じていただけるような、細やか
な清掃作業を心がけました。
その結果、「トイレが臭い、汚い」などの利用者みなさ
まのご不満は減少傾向にあります。

43 基本的な考え方

子どもからお年寄りの方まで様々な人々が利用され
る公園では、“安心・安全・快適”を確保することが第
一優先です。通常作業中においても常に巡視・点検
を意識し、事前に危険を察知し、すばやく対応して利
用者の安全を確保します。また、危険箇所の早期発
見・対応に努め、事故の未然防止、被害の最小化、
二次被害の再発防止に全力で取り組みます。

― ―

44 視覚・聴覚・臭覚を駆使した巡視・点検（日常点検）

様々な施設が存在する本公園では、“視覚・聴覚・臭
覚”を駆使した巡視・点検が求められます。オートキャ
ンプ場やプール、松林など、それぞれにあった巡視・
点検項目を定め、施設の不具合や危険、不良箇所
などがないか念入りに点検を行い、事故を未然に防
ぎます。

○

公園を巡視する目的は、公園内の安全・安心の確保
を中心とし、その上に施設の魅力の向上や利用者の
利用実態把握という面を持っています。スタッフが施
設の運営管理全体を把握し、問題意識を持って巡回
することにより、課題の拾い上げや問題箇所の発見
がスムーズに行えました。

3　維持管理業務　巡視・点検　【危険をすばやく察知し利用者の安全を守ります】

3　維持管理業務　樹木等植栽管理　【いつでもきれいな公園で来園者をお迎えします】

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等
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⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

45 適正な公園利用を促進する巡回（マナー啓発点検）
放し飼いの犬に利用者が噛みつかれたり、自転車と
幼児との接触事故などを未然に防ぐためのマナー啓
発点検を日常的に行います。

○

巡視・点検時でのマナー啓発には、特に力を入れま
した。管理開始当初は、マナー違反を確認することが
ありましたが、随時お声がけをしたことにより、成果が
出始めています。

46 利用者のための徹底した安全対策（安全点検）

公園の安全対策を目的とした巡視・点検を効果的、
効率的に行うため「巡視・点検マニュアル」や「ハザー
ドマップ」などの点検計画を立案し「点検記録台帳」
でチェックを行い、より効果的な作業を行います。

○ 各種資料を作成し、管理業務に役立てました。

47 基本的な考え方

各施設で満足度のアンケート調査などを実施し、そ
の内容について内部評価と外部評価を行い、第３者
による客観的でより適正なモニタリング体制を作りま
す。そして、得られた事業評価は、ホームページや園
内掲示板などで開示し、公園管理の透明性を確保し
ます。この評価は次年度の業務に反映させ、継続的
な改善に取り組み、何度も足を運んでいただける公
園づくりに役立てていきます。
また、小学校等に呼びかけ、遠足などで公園にあそ
びに来てくれた子どもたちによるモニタリングを実施
します。公園を利用するのが一番楽しい年頃の子ど
もたちの満足度や素直な意見、要望などを把握する
こともでき、もっと楽しく、安心・安全な紫雲寺記念公
園を育てるための管理運営や事業展開に役立てて
いきます。

― ―

48 ＰＤＣＡサイクル（日常業務の継続的な改善）

毎日、毎週、毎月の様々な日常業務をＰＤＣＡ（計画
－実施－評価－見直し・改善）マネジメントサイクル
の考え方に基づき、継続的な評価と改善を行いま
す。

○
ＰＤＣＡマネジメントサイクルを最大限活用し、適切な
業務が行えたのではないかと思います。

4　管理業務　事業評価業務　【自己チェックを繰り返し行い よりよい公園管理につなげます】

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等
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49 自己モニタリング（評価項目、基準の設定）

公園の年間利用者の目標人数や利用者満足度、寄
せられる苦情やクレームの件数など「何をどう評価す
るのか」「利用者にとって何がどうだったか」といった
視点が重要なポイントになると考え、それらを踏まえ
た評価項目、評価基準を設定します。設定した項
目、基準は「自己評価シート」（出来るだけ数値化し
た目標を設定）に反映させ、記録として残します。数
値化した目標を設定出来ないような不満があった項
目は原因を解明し対応にあたり、進行状況の評価は
総括管理責任者が行います。

○

自己モニタリング（自己評価シート）を作成し、各四半
期報告書にて県に提出しました。また、反省点などは
率直に受け止め、さらなる管理運営業務の向上に努
めています。

50 第３者モニタリング（内部評価と外部評価）

公園全体の運営評価について“内部評価”として、公
園グループ構成会社社員が出席する「履行確認会
議」を2ヶ月に1回開催します。
また、より透明性を確保し、多角的なご意見を取り入
れた評価を行うため“外部評価”も実施します。

○

普段公園に常駐していない、紫雲寺記念公園グルー
プのＪＶ関係も出席する「履行確認会議」を2ヶ月に一
度実施しました。また、外部評価としまして「事業評価
委員会」を平成25年11月と平成26年2月に開催しまし
た。

51 関係機関との連絡調整

地域の方々からのご意見や利用者からの要望を把
握できる「紫雲寺記念公園連絡調整会議」の定期開
催を通して、地域の各関係機関との連携による地域
の一員として、公園の魅力向上につながる提案を
行っていきたいと考えます。

○
平成25年11月と平成26年2月に「紫雲寺記念公園連
絡調整会議」を開催しました。

52 職員体制 （実施計画書参照） ― ―

53 管理事務所等の管理 （実施計画書参照） ― ―

4　管理業務　関係機関との連絡調整　

5　管理体制　職員体制

5　管理体制　管理事務所等の管理

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

54 物販事業

全ての物販事業は、利用者の利便性を最優先に考
え、運営します。地域産業や県内産業の発展につな
がる取り組みを支援し、公園の賑わいや活性化を目
的に公園の自然や地域の資源を活かした物販事業
を展開して、本公園と紫雲寺の良さを多くの方々に
感じていただきます。地元企業や各関係機関との調
整も図り、円滑な物販事業を行います。

○

指定管理者主催による営利を目的としないイベントに
附随した物品販売など、多くの物販事業が行えまし
た。特に地元生産者のみなさんとは素敵な連携が図
れ、公園利用者みなさまの利便性向上にもつながり
ました。

55 その他事業

「キャンプ場と連携したバーベキュー施設・炊事施設
の活用」、「安心・安全・快適の提供」、「レンタル事業
の充実」、「多様な健康プロジェクトの提供」、「愛犬家
向けのサービス」を柱とした事業を展開します。
また、新たなニーズや効果的な手法が確認された場
合には随時見直しを行うことにより、更なる利便性の
向上や利用促進を図ります。

○

計画書以上の自主事業が行えました。公園利用者み
なさまより大変喜んでいただけたとともに、新しい利用
者の方が公園に来られるきっかけにもつながり、大変
嬉しく思います。

56 物品の使用 （実施計画書参照） ○ ―

57 物品の管理 （実施計画書参照） ○ ―

58 物品の帰属等 （実施計画書参照） ○ ―

59 その他 （実施計画書参照） ○ ―

60 記録等の作成及び保管 （実施計画書参照） ○ ―

8　その他　記録等の作成及び保管

7　物品の使用等　物品の使用・管理

6　自主事業　その他事業　【公園の特性を活かしニーズにあった事業を展開します】

6　自主事業　物販事業　【公園利用者の利便性の向上に努めます】

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

61 県内産品の優先使用

・事業での備品や植栽原料などについて、県内産の
  ものを優先的に使用します。作業機械等の購入に
  あたっても、県内製造品を優先し、県内で調達でき
  ないものについては、県内に本社を置く代理店から
  購入します。
・Ｍade in 新潟新技術普及・活用制度登録技術を積
  極的に活用し、Ｍade in 新潟新商品調達制度認定
  品の優先的購入を行います。また、活用・購入した
  技術や商品を積極的にＰＲします。
・障がい者福祉施設より公園管理で使用する備品等
  を積極的に購入します。

○
公園管理業務で使用する、全ての備品や材料などは
県内製造品でまかないました。他事項につきまして
も、積極的に推進を図りました。

62 地元農産物の普及ＰＲ（食育への取り組み）

・地域の特産物である、いちご、もち米、西洋梨、豆
  腐などを公園内で販売（イベント時、イベント時以
  外でも）し、新鮮で安心・安全な地元の果物などを
  県内外の利用者に広くアピールします。
・地元観光施設等の情報発信として、公園ホーム
  ページ上での掲載や紫雲寺地域の特産品マップの
  作成を行います。

○
「チューリップ・フェアin紫雲寺」などでのイベント時に
地元生産者の方々にご協力していただき、地域の特
産物などを広くＰＲできました。

63 花や緑を通じた世代間の交流（花育への取り組み）

・地域の産業である花卉産業（特に当公園に関連の
・深いチューリップ等球根類）のPR活動に積極的に
　取り組みます。そして、子どもたちに花や緑と親し
　み育てる機会を提供し、花や緑を通した世代間の
　交流により地域のつながりを深め、県内産業に貢献
　します。

○
花卉製品につきましても、地元生産者のみなさんなど
と連携・協力することができました。花育の取り組みが
推進され、県内産業に貢献できました。

8　その他　県内産業振興や雇用への配慮　【様々なかたちでの県内産業振興や雇用確保に取り組みます】

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

64 県産材や間伐材の利用推進（木育への取り組み）

・県産木製品の展示や紹介を行います。
・木材を利用した工作会や木に直接触れられる体験
　教室などを開催し、木の良さやぬくもりを感じてもら
　います。

○

主に自主事業（イベント）で行った、「ウッドクラフト教
室」、「クリスマスリース作り」、「巣箱作り」などを通し
て、大勢の方々に木育の大切さを伝えることができま
した。

65 地域に密着した雇用

・除草等軽作業の作業量増加時期には、地元中高
・年齢者を重点的に雇用します。
・高度な技術を要する業務については、地元企業へ
　の発注等に努めます。また、中高生の就労訓練
　の場としての活用に向けた取り組みも積極的に行
　います。

○

地域に密着した雇用を最優先と考え、みなさんよりご
協力していただけました。生き生きと作業をする中高
年齢者みなさんの姿は、公園の素敵な雰囲気づくり
にも、ひとやくかっています。

66 高齢者の知識や経験を活かせる雇用

・「紫雲寺の昔話の語りべの会」や「新潟弁かるた大
　会」、「草木染」や「つる細工会」などの各種講師とし
　て地元の高齢者の方や施設入居者の方、地元の
　ＮＰＯのみなさんをお招きします。

○
様々な催し物などを通して、地元高齢者の方々との
交流を深めることができました。

67 障がいの有無を問わない雇用

・本公園施設を障がいのある方の就労の場、サポート
　の場としても促え、障がいのある方々も積極的に受
　け入れます。危なくない作業（花壇づくりや芝生の
　手入れなど）をごいっしょできればいいと考えます。

△

平成25年度は、障がいのある方々との協働作業まで
には至りませんでしたが、今後ごいっしょできるように
基盤づくりを進めています。
障害者授産施設から「公園マスコットシウンジャー」の
巻バッチや清掃用ポリ袋などを購入させていただきま
した。

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

68 環境についての学習・教育の推進

・園内の松林や里山などを総合学習の場として、学
　校に提供したり、松の補植時など近隣小学校等の
　実地実習として緑について学ぶ｢公園管理体験学
　習」を積極的に受け入れます。また、地域や行政な
　どが主催する環境学習活動等にも全面的に協力し
　ます。
・本公園ならではの花炭体験、野鳥観察会やネイ
　チャーゲームなど、大人から子どもまで楽しく学べ
　る自然体験プログラムを実施します。
・「環境保全行動計画」を策定し、公園スタッフ全員
　に対して、年2回以上「環境教育」や「環境研修」を
　実施します。自然環境、動植物保護知識や省エ
　ネ、省資源についての意識向上を図り、人材の育
　成に努めます。
・社内やボランティア、地元企業などに呼びかけ、使
　用済のタオルやペットボトルなどを提供していただ
　き、施設の清掃や灌水等に役立て、リュースの促
　進を図ります。

○

平成25年度も、様々な活動を通して、大勢の子どもた
ちといっしょに環境について学ぶことができました。紫
雲寺記念公園が発信地となり、環境のまなびやとして
の機能が図れたのではないかと考えます。

69 環境に配慮した維持管理

・松林の成長に合わせた間伐や林床の手入れ、松く
　い虫対策など、紫雲寺ならではの維持管理の強化
　を行い、自然環境の保全に取り組みます。
・公園内に生息する野鳥や昆虫類などの保護を目
　的とした、生き物の生態系に配慮した維持管理
　（草刈りの工夫、照度の確保など）を行います。
・生育不良樹木に樹勢回復処置（土壌改良、表土入
　れ替え、根系活力管設置など）を施し、健全な樹木
　を増やす植栽管理を行います。

○
緑や造園、環境のプロ集団として、今までにない環境
保全管理が行えたのではないかと思います。

8　その他　環境への配慮　【紫雲寺の豊かな自然を守り育んでいきます】

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



No 項目 記載事項（要点のみ）
状況
区分
※

特記事項、等

⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

70 環境にやさしい公園管理

・施設の電力及び燃料、水などの使用量の削減に全
　力で取り組むほか、雨水の有効利用や緑のカー
　テンなどによる省エネルギー及び節電を推進しま
　す。また、利用者へ省エネを呼びかけるなど、環境
　活動の普及啓発にも努めます。
・公園内で発生した落ち葉や剪定枝等を再資源化
　（堆肥化、チップ化、炭化）して、100％園内に還元
　します。松食い虫被害木は、伐倒・燻蒸処理後に
　バーベキュー施設の炭材として再利用します。
・ごみの減量化やリサイクルの意識向上を図るととも
　に、「ごみ持ち帰り運動」として、利用者へのマナー
　啓発活動も行います。また、一般廃棄物について
　は、新発田市の分別に従い、再分別しリサイクル
　率向上につなげます。藤塚浜海水浴場において
　は、関係団体や県民みなさまに呼びかけ、「ク
　リーン活動」を実施し、ゴミを捨てにくい環境づくり
　にも取り組みます。
・できるだけ環境負荷の少ない物品（グリーン購入法
　適合品やエコマーク商品）を優先的に選んで、購
　入します。
・化学薬品にできるだけ頼らない環境にやさしい天然
　素材（重曹、酢、石鹸など）を使用した維持管理を
　行います。

○

公園・施設利用者みなさまにご迷惑のかからないよう
な、省エネ対策に全力で取り組み、成果を得ることが
できました。また、再資源化（リサイクル）やクリーン活
動も積極的に推進したことにより、考えてた以上の効
果があったのではないかと思われます。

※　◎完了　　○実施済・今後も継続　　△一部実施　　▲未実施　　×中止　　- 目標、方針、理念、等



⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

巣箱作り教室
（年2回）

2回 実施完了

フラワーアレンジメント
体験教室
（年3回）

1回 3回
実施完了
今年度は4回実施しました。

ナイトウォーク夜の
生き物を探そう

1回 実施完了

バラの講習会
（年4回）

2回 1回 1回
実施完了
今年度は4回実施しました。

花壇花うえ体験隊！ 1回 実施完了

紫雲寺記念公園探鳥会
（年2回）

1回 1回
実施完了
今年度は2回実施しました。

チューリップ球根掘り取り
隊！

１回 実施完了

マジックショー＆
マジック体験教室

１回 実施完了

炭酸プチロケットを飛ばそう １回 実施完了

チューリップ・フェアin紫雲寺
地元紫雲寺地域の方々の
物販ブース・カラオケ大会

1回 実施完了

大正琴演奏会 2回 実施完了

公園内スタンプラリー 1回 実施完了

乗馬体験会＆
ポニーふれあい体験

2回 実施完了

インベーダー凧・
ストローとんぼ工作会

2回 実施完了

うたごえ広場 1回 実施完了

チューリップ花絵づくり 1回 実施完了

紫雲寺記念公園
グラウンド・ゴルフ大会

（年2回）
1回 1回 実施完了

水中エクササイズ　春
（全13回）

10回 3回 実施完了

　【平成25年度イベント実施状況】

自主事業名 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第4四半期 備考
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⑧．平成２５年度　年間事業実施計画書執行報告

【平成25年度イベント実施実績】

―
90回

参加者数 2,884名 366名 454名 283名 3,987名
イベント回数 　　60回以上 　26回 18回 30回 16回

平成25年度計画 第１四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 累計

水中エクササイズ　冬
（全11回）

11回 実施完了

実施完了

探鳥路観察会
（全3回）

3回 実施完了

イルミネーションライトアップ 1回
12/21～1/13
実施完了

足跡ウォッチング 1回

ボクササイズ教室
（全4回）

4回 実施完了

体育館でのエクササイズ
（全3回）

3回 実施完了

クリスマスリース作り 1回 実施完了

おしゃれな花炭づくり 1回 実施完了

チューリップ球根植えこみ隊 1回 実施完了

ウッドクラフト教室 1回 実施完了

しばた紫雲寺うまいもの
再発見フェアin2013秋

1回 実施完了

バードカービング入門講座
（全4回）

2回 3回 実施完了

マツムシの声を楽しむ会 1回 実施完了

水中エクササイズ　秋
（全13回）

4回 9回 実施完了

　【平成25年度イベント実施状況】

自主事業名 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第4四半期 備考

夏休み昆虫観察会 1回 実施完了
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