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第 1 回紫雲寺記念公園外部評価委員による事業評価会議の報告

開催日時

平成 26 年 8 月 28 日（木） 13：30～15：30

開催場所

紫雲の郷 会議室

参加者

外部評価委員

紫雲寺記念公園グループ公園スタッフ
紫雲寺記念公園グループ
会議の概要 会議の次第に則り、平成 26 年度「紫雲寺記念公園事業評価会議」を開催した。
紫雲寺記念公園グループの平成 26 年 3 月からの事業報告、実施状況、
内部評価報告を行い、次いで外部評価委員から意見をいただきました。
1．グループ挨拶
・ご多用のところ、ご出席ありがとうございます。只今から平成 26 年度
紫雲寺記念公園外部評価委員による事業評価会議を開催致します。
よろしくお願い致します。
2．出席者ご紹介 ・自己紹介
3．議

題
・会議資料の説明
・紫雲寺記念公園の管理運営方針について。
・紫雲寺記念公園内部評価について。
第 12 回～第 14 回の履行確認会議の実施報告、自己評価シートの報告、平成
26 年度前期（4 月～8 月）の内部評価について具体的な取組、実施状況報告。
・
「平成 26 年度第 1 四半期管理運営報告」入場者数、受付件数、有料公園施設
件数、自主事業件数、利用者アンケート対応状況報告。
・会議の開催時期について、前年度は 11 月と 2 月に行いましたが、今年度は 8
月と 2 月ということで時期的にはいいと思います。年 2 回行うので、タイトル
を中間なのか第 1 回なのか決めた方がいいと思います。
・今回は、第 1 回とさせていただきます。
・せっかく自己紹介をして頂いているので、評価委員の名簿だけではなく、出
席者全員の名簿も記載してほしい。
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・資料の航空写真ですが、かなり前の写真のようなので、新しい写真に更新し
た方が良いのでは。
・申請時に県からいただいたものを使用しましたが、新しいものにしたいと思
います。
・新発田市がもっていると思います。
・所長のお話しの中で、ドッグランを開設したということでしたが、ドッグラ
ンについての資料もあるといいと思います。
・自己評価シートについて、見やすく改善されていると思いますが、評価蘭の
横線が無い方がもっとわかりやすい。
・4 月にはチューリップの球根を植栽していただいたプランター140 個を紫雲
寺地域の小中学校に届けていただき、ありがとうございました。各校とも大変
喜んでおりました。
・次回はそのプランターにチューリップ・フェア in 紫雲寺のステッカー等を入
れて、近隣の保育園、幼稚園、老人施設にも置いてみてはどうでしょうか。地
域貢献活動に繋がると思います。
・平成 26 年度第 1 四半期管理運営報告のデータは、とてもわかりやすく事業
展開するうえで、とてもいいデーターになっていると思いますので、データを
蓄積して今後の管理運営に活かしてほしいです。
・もっと多くの方々に紫雲寺記念公園を知っていただく為には、もっとマスコ
ミを利用し広報したらどうか。取材に来てもらうなど、新聞等に載ると効果は
とても大きい。
・子どもたちや地域との連携などを新聞に載せてもらえるように、アピールし
てみては。
・紫雲寺商工会で紫雲寺地域のマップを作成中です。紫雲寺記念公園の情報も
掲載したいので、画像の提供をお願いできればと思います。完成したら公園に
もおいてもらって、公園を含めた紫雲寺地域をアピールしていきたいと思いま
す。
・アンケートにあった「フジ」や「ヤマザクラ」をアピールしてみては。
・子どもの数が少なくなってきている。子どもと親が一緒に遊べる遊具やイベ
ントを企画してみてはどうか。
・大人向けの遊具の設置。トリム広場にある健康遊具の整備やランニングコー
スを設けるなど。
・公園パークウェーに植栽されているコスモスが倒れているのが目立ちます。
・ロータリーの寄せ植えが高くなり対向車が見えにくくなっています。
・節電対策等ではあると思いますが、園内パークウェーが全体的に暗い感じが
します。これから日も短くなってくるので安全面も考慮してほしい。
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・パークウェーの寄せ植えの刈込は、樹木の適切な刈込時期に強剪定を行いた
いと思います。コスモスについて倒れているものは除去するなどして管理には
十分に気を付けます。外灯についても検討して対応したいと思います。
・国道 113 号線から公園の中が見えない。何かいい案はないか。公園の場所が
わかりずらいという話しも聞きます。
・前回お話しのありました、公園での野菜などの販売についてですが、地元の
方でやっていただける方がいれば、ぜひ地元野菜の販売をお願いしたいと思い
ます。
・知り合いの農家の方に聞いてみます。
・次回、事業評価会議の開催を平成 27 年 2 月後半に行いたいと思いますので、
よろしくお願い致します。
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別紙 2
平成 26 年度

第 2 回紫雲寺記念公園外部評価委員による事業評価会議

開催日時

平成 27 年 2 月 26 日（木） 13：30～15：30

開催場所

紫雲の郷 会議室

参加者

外部評価委員

議事録

紫雲寺記念公園グループ公園スタッフ
紫雲寺記念公園グループ
会議の概要 会議の次第に則り、平成 26 年度「第 2 回紫雲寺記念公園事業評価会議」を開催した。
紫雲寺記念公園グループの平成 26 年 9 月からの事業報告、実施状況、
内部評価報告を行い、次いで外部評価委員から意見をいただきました。
1．グループ挨拶
・ご多用のところ、ご出席ありがとうございます。只今から平成 26 年度
紫雲寺記念公園外部評価委員による事業評価会議を開催致します。
よろしくお願い致します。
2．出席者ご紹介 ・自己紹介
3．議

題
・会議資料の説明
・紫雲寺記念公園の管理運営方針について。
・紫雲寺記念公園内部評価について。
・第 15 回～第 17 回の履行確認会議の実施報告、自己評価シートの報告、平成
26 年度後期（9 月～2 月）の内部評価について具体的な取組、実施状況報告。
・
「平成 26 年度第 3 四半期管理運営報告」入場者数、受付件数、有料公園施設
件数、自主事業件数、利用者アンケート対応状況報告。
・入場者数についてですが、年間利用者目標数の 50 万人以上は達成されたよう
ですが、前年同期対比が 175.9％と高い数字となっていますが、何か特別な事
があったのでしょうか。
・利用者調査は年 12 回（平日 6 回、土日祭日 6 回）行っておりますが、実施
日の結果を基に調査日以外の日の天候も考慮し、推計して 3 か月ごと換算して
いるもので、当日の天候にも左右されることが多くあり、今回は当日の団体利
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用などもあり、この様な結果となりました。
・ドッグランが今年度から開設されましたが、利用者数が報告書には出ていな
いようですが。
・現在約 100 名様に登録していただいております。日々の利用人数につきまし
ては、今月よりドッグラン内に受付ＢＯＸを設置して、利用していただいた方
に日付、会員№、どこから来られたかを記入してもらっています。
・どこから来られている方が多いですか。
・新発田市内はもちろんですが、胎内市や村上市、聖籠町、新潟市からも多く
の方々に利用していただいております。
・北区の県立島見緑地もドッグランをやっているのですが、冬期間はクローズ
となっています。そちらを利用されている方も、こちらに来ている様です。
・受付、アンケート対応の公表について、第 3 四半期報告が受理されたのち回
答を掲示板等に掲示する予定となっていますが、「満足」「楽しかった」などの
内容を早く公表しアピールした方が良いのでは。
・行為許可のロケーションが 0 件となっていますが、ロケーションや写真撮影
について、もっと働きかけをした方が公園のＰＲに繋がると思います。
・園内の松喰い虫の被害が非常に多く見られます。伐倒処理をしているような
のですが、全部処理出来るのですか。
・現在県の事業で、園内の松喰い虫被害木を 5 月末までに全て処理する事にな
っています。被害木を伐倒し燻蒸処理します。その後常緑樹のタブノキ等を植
栽する予定です。
・サクラやウメなど花が見られる樹木を植えて欲しい。
・大雪による倒木や折れ枝の被害が多く見られました。遊歩道の部分だけでも
早めに処理をしてほしかった。海岸の護岸ブロックが持ち上がっていました。
ゴミも多かった。
・海の広場前の護岸ブロックにつきましては、日々状況を確認し、県に報告し
ております。早い時期の大雪となり園内もかなり被害がありました。その後の
積雪もあり処理に時間がかかりました。一部折れ枝が残っていますが、処理い
たします。
・最近のニュース等で事件、事故が多く発生していますが、園内にも監視カメ
ラの設置を検討してみてはどうでしょうか。
・12 月の大雪で枝折れや倒木の被害が多く見られましたが、冬囲い等の作業が、
雪の後にされていたようですが。
・毎年 11 月後半から 12 月前半に作業を予定しているのですが、予想より早い
大雪が降りその後の積雪も多くあり、パークウェーの冬囲いが遅れてしまいま
した。次年度はもう少し早い準備をしたいと思います。
・公園にパークゴルフ場を作って欲しい。県外ではやっているようですが、県
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内にはないようです。できたら検討していただきたいと思います。
・道の駅みたいなものが出来るといい。113 号線を走っても道の駅はなく、公
園入口も通り過ぎてします。海の広場、紫雲の郷の間に何かできないものでし
ょうか。隣接している松塚漁港との連携なども。
・今年度、公園開園 25 周年記念となります。25 周年の節目を利用して、広く
みなさんに公園を知っていただきたいと思います。子どもたちやシルバー層を
ターゲットにしたものを企画し行っていきたいと思います。
・利用者に対してお得感を感じてもらえるものを考えるといいと思います。有
料施設の割引など。今年は 5 月のゴールデンウィークと 9 月にはシルバーウィ
ークがあるので、うまく利用できればいいかと。
・秋には、しばた紫雲寺うまいもの再発見フェアを紫雲の郷横芝生広場で開催
させてもらっていますが、その中でも 25 周年記念イベントを入れ、協力してい
ければと思います。
・昨年 6 月に地元女性部がパークウェーでのレンギョウの植栽のお手伝いをさ
せていただいたが、
「レンギョウの憩いの場」を作りたいという案もあるので、
また公園と連携できればと思います。
・新発田市で公園に隣接する畑にレンギョウ畑を作り、青汁ジュースの販売計
画があると聞いています。
・座禅草が 2 株あるのですが、公園で利用していただけないでしょうか。
・検討してみたいと思います。
・次回、事業評価会議の開催を平成 27 年 8 月後半に行いたいと思いますので、
よろしくお願い致します。
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