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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】 

 

  紫雲寺記念公園は、日本海と一体となった雄大な紫雲寺の大自然のなか、昭和天皇のご在位 60 年

を記念とする事業の一環として整備され、地域の人々や県内外の人々の憩いの広域レクリエーショ

ン都市公園です。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”を目指します。 

 

歴史をひもとき未来の笑顔へ 

  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。 

 

歴史をたどり地域づくりへ 

  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。歴史を語る会の開

催や公園での協働作業、地域農家の方々の野菜・果物の販売、地元のお祭りなどにも積極的に参加

するなど、地域づくりに貢献します。 

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。 

 

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、以下の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。    

 

①海水浴・親水ゾーン・・・・【地域と共に】地域と連携しみんなで公園を育てていきます。 

②海岸森林浴と憩いゾーン・・【魅力発信】公園の魅力をさらに引き出し多くの人々に伝えます。 

③健康運動ゾーン・・・・・・【楽しさづくり】誰もがいつ来ても楽しめる愛される公園をつくります。 

④文化交流と憩いゾーン・・・【安心安全快適】安全で安心して過ごせる快適空間を提供します。 

⑤自然観察・研究ゾーン・・・【環境保全】素晴らしい紫雲寺の豊かな大自然を守ります。 
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２ 運営業務 
 

 ・・・・利用促進利用促進利用促進利用促進・・・・利便性向上業務利便性向上業務利便性向上業務利便性向上業務    

「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 年間利用者数目標 

５０回以上 ５００千人以上 
 

 

 ・・・・供用日供用日供用日供用日・・・・供用時間及供用時間及供用時間及供用時間及びびびび利用案内業務利用案内業務利用案内業務利用案内業務    

（1）供用日及び供用時間 

公園施設 供用日 供用時間 理 由 

園地 常時開放 ― ― 

公園管理事務所 通年 
午前 8時 15分～ 

午後 5時 15分 

公園スタッフの勤務

時間の為 

第３駐車場のみ 夏季 
夜間閉鎖 

(午後8時～翌朝午前8時) 

※利用の禁止、制限

業務参照 
 

 （2）利用案内業務 

  公園管理事務所を案内所（インフォメーションセンター）とします。 

公園管理者 1名以上が案内所（インフォメーションセンター）に常駐します。 

常駐時間 8：15～17：15 

  時間外や園内巡回時など、やむを得ず不在になる場合は、担当係員の連絡先を明記した案内を 

出して、利用者の便宜を図ります。 

 

・・・・有料公園施設有料公園施設有料公園施設有料公園施設のののの運営業務運営業務運営業務運営業務    

供用日・供用時間 
 

■ オートキャンプ場（海岸森林浴と憩いゾーン） 

施設 供用日 供用時間 

オートキャンプサイト 
4 月第 3土曜日～5月 31日 

宿泊  午後 1時～午前 11時 

    （土・日・祝日及びその前日） 

日帰り 午前 9時～午後 4時 

6 月 1日～10月 31日 
宿泊  午後 1時～午前 11時 

日帰り 午前 9時～午後 4時 
 

■屋内体育施設（健康運動ゾーン） 

施設 供用日 供用時間 

体育館 
1 月 1 日～ 7 月 19 日（第 3木曜日を除く） 

7月 20 日～ 8 月 31 日 

9 月 1 日～12月 31 日（第 3木曜日を除く） 

午前 9時～午後 9時 

合宿プランは早朝利用可（午前 7時～） 

プール 

1 月 1 日～ 7 月 19 日（第 3木曜日を除く） 

平日   午前 10時～午後 1時 
     （ただし専用利用に限る） 
     午後 1 時～午後 9時 
土日休日 午前 10時～午後 9時 

7 月 20 日～ 8 月 31 日 午前 10時～午後 9時 

9 月 1 日～12月 31 日（第 3木曜日を除く） 

平日   午前 10時～午後 1時 
     （ただし専用利用に限る） 
     午後 1 時～午後 9時 
土日休日 午前 10時～午後 9時 
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会議室 
1 月 1 日～ 7 月 19 日（第 3木曜日を除く） 

7月 20 日～ 8 月 31 日 

9 月 1 日～12月 31 日（第 3木曜日を除く） 

午前 9時～午後 9時 

合宿プランは早朝利用可（午前 7時～） 

※屋内運動施設の第 3木曜日休館は、木曜日が休日の場合は直前の平日となる 
 

■ 屋外体育施設（健康運動ゾーン） 

施設 供用日 供用時間 

テニスコート 
1 月 1 日～ 7 月 19 日（第 3木曜日を除く） 

7月 20 日～ 8 月 31 日 

9 月 1 日～12月 31 日（第 3木曜日を除く） 

午前 9時～午後 5時 

夏期は日没まで（最大午後 7時） 

合宿プランは早朝利用可（午前 7時～） 

多目的運動広場 
1 月 1 日～ 7 月 19 日（第 3木曜日を除く） 

7月 20 日～ 8 月 31 日 

9 月 1 日～12月 31 日（第 3木曜日を除く） 

午前 9時～午後 5時 

夏期は日没まで（最大午後 7時） 

合宿プランは早朝利用可（午前 7時～） 

 

利用受付業務・受付方法等 

 ①オートキャンプサイト 

  利用月２ヶ月前から電話予約を先着順に受け付け、ホームページに予約状況をアップします。 

  ４、５月の予約は４月１日から電話予約で受け付けを開始します。 

 ②テニスコート、多目的運動広場、屋内運動施設体育館、屋内運動施設会議室 

  利用日から数え１ヶ月前から前日まで予約を受け付けます。 

 

 

・・・・行為許可業務行為許可業務行為許可業務行為許可業務    

下記の行為について、県が定める基準に基づき、許可に係る業務を行います。 

・物を販売、頒布すること。 

・競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための都市公園の全部又は一部を独占して利

用すること。 

・募金やアンケート調査、署名運動、その他これらに類する行為をすること。 

・ロケーション又は業として写真の撮影をすること。 
 

・・・・利用料金利用料金利用料金利用料金のののの徴収等業務徴収等業務徴収等業務徴収等業務    

有料施設の利用料金 
 

■ オートキャンプ場（海岸森林浴と憩いゾーン） 

 区分 料金 

一
泊 

《一区画》 

5,300 円 

（7月 1日～8月 31日の全日、午後 1時～翌午前 11時） 

4,800 円（温泉パックは 4,700 円） 

（4月 29日～5月 5日および 6月 1日～30日、9月 1日～10月 31 日の土・日・祝日、 

午後 1時～翌午前 11時） 

4,200 円（温泉パックは 4,100 円） 

（4月第 3土曜日～5月 31日（4月 29日～5月 5日をのぞく）の土・日・祝日 

およびその前日、6月 1日～30日及び 9月 1日～10月 31 日の土・日・祝日を 

除く日、午後 1時～翌午前 11時） 

《二輪車、自転車、 

バックパッカー用 

サイト》 

1,500 円 

（7月 1日～8月 31日の全日、午後 1時～翌午前 11時） 

1,350 円（温泉パックは 1,250 円） 

（4月 29日～5月 5日および 6月 1日～30日、9月 1日～10月 31 日の土・日・祝日、

午後 1時～翌午前 11時） 

1,200 円（温泉パックは 1,100 円） 

（4月第 3土曜日～5月 31日（4月 29日～5月 5日をのぞく）の土・日・祝日 

およびその前日、6月 1日～30日及び 9月 1日～10月 31 日の土・日・祝日を 

除く日、午後 1時～翌午前 11時） 

《テントサイト》 
2,600 円 

（4月 29日～5月 5日、7月 1日～8月 31日の全日、午後 1時～翌午前 11時） 
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日
帰
り 

《一区画》 

3,100 円 

（7月 1日～8月 31日の全日、午前 9時～午後 4時） 

2,800 円 

（4月 29日～5月 5日および 6月 1日～30日、9月 1日～10月 31 日の土・日・祝日、

午前 9時～午後 4時） 

2,500 円 

（4月第 3土曜日～5月 31日（4月 29日～5月 5日をのぞく）の全日、 

6月 1日～30日及び 9月 1日～10月 31 日の土・日・祝日を除く日、 

午前 9時～午後 4時） 

 

■ 屋内体育施設（健康運動ゾーン） 

 項 目 施設名 料 金 

プ
ー
ル 

専用利用料金 

プール 

一般 3,200 円／時間 

児童 1,600 円／時間 

シニア料金 65 歳以上 500 円 

温泉とプールの 

共通券 

大人  900 円（プール 400 円、温泉 500 円） 

児童等 500 円（プール 200 円、温泉 300 円） 

特別料金 
子供の日・・・児童等 100円 

敬老の日・・・65歳以上 100円 

全
体
育
施
設 

体育の日無料デー 

プール 

左記料金無料 

体育館日中 2時間 

夜間 1時間 

日中延長 1時間 

多目的運動広場 1時間 

テニスコート 1時間 

（1面） 

徴収方法は、基本的に現金による前納です。 

  国・県及び地方公共団体等が申請者（利用者）である場合や事務所所長が必要と認める場合、 

利用申込時に利用料金は前納であることを説明したうえで、利用者より後納依頼があった場合 

にのみ後納扱いとします。 

 

区 分 単 位 金 額 

物品を販売し、又は頒布すること 一人につき一日 740 円  

競技会、集会、展示会その他、 

これらに類する催しをすること 
1 平方メートルにつき 1日 45 円  

ロケーション又は業として、 

写真の撮影をすること 

ロケーション 1件につき 1日 16,500 円  

写真の撮影カメラ 1台につき 1日 610 円  

徴収方法は、現金のみです。 

 

次の場合、許可利用料の免除を行います。 

・国、県、市町村その他公共団体が主催又は共催する事業のため利用する場合 

・県が後援又は賛助する事業のため利用する場合（営利を目的としないものに限る） 

・公園の健全な利用を目的とするための事業のため利用する場合 

（営利を目的としないものに限る） 
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・・・・広報業務広報業務広報業務広報業務    

 

【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。 

  公園やオートキャンプ場のパンフレットを公園管理事務所やオートキャンプ場、紫雲の郷施設等

に常時設置、東京にある新潟県アンテナショップとも連携をとり、首都東京から全国に向けて公園

の概要や施設等の情報を随時発信します。 

   

・チラシ・ポスター  適宜（催し物や地域住民との連携業務、講習会や自然観察会など） 

  ・地域の回覧板等   適宜（催し物や地域住民との連携業務、講習会や自然観察会など） 

  ・パンフレット印刷  ５～６月（公園やオートキャンプ場など 各 1,000 部づつ） 

・ホームページの更新 毎日（公園のブログなど） 

  ・公園マスコットキャラクターの活用 適宜（チラシ・ポスター・看板など） 

 

  

・・・・意見聴取業務意見聴取業務意見聴取業務意見聴取業務    

 

【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】 
 

公園に対する利用者からの意見や要望は様々ですが、その全ては公園に関心を持っていただけ、

さらには管理者への期待の現われだと考えます。全ての意見を率直に受け止め、公平な立場で対応

することが、指定管理者としての責務であり、利用促進にもつながります。また、その内容や改善

に向けた対応状況については県に報告するとともに、掲示板やホームページで、一般公開すること

も大切だと考えます。 

全ての公園スタッフが笑顔を絶やさず、常日頃よりあいさつを心掛けることにより、利用者みな

さんが気軽に声をかけてくださる環境づくりに努めます。 

 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

・連絡調整会議と事業評価委員会 定期的に開催します。 

・ホームページでのアンケート ２４時間受け付けます。 
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・・・・地域地域地域地域・・・・住民住民住民住民とのとのとのとの連携業務連携業務連携業務連携業務    

  

【地域と連携し交流を深め みんなで公園を育てます】 
 

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（以下施設）、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。また、公園の活性化を図るため、 

ボランティア、ＮＰＯ等との連携や自治会、子ども会などの市民参加 

の利用や管理も積極的に取り入れます。 

  遠足や学校行事、総合的な学習の時間における利用など様々な依頼 

にもお応えし、学校等に対しては公園の情報提供や利用促進も図りま 

す。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。 

 

 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。 

 

 運営主体が異なる施設との連携 

 ・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。 

 ・藤塚浜マリンクラブ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。 

 

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の受講や地域の防犯ネットワー

クに加入します。 

 

その他協力団体との連携 

 ・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。 

 ・「にいがた花絵プロジェクト」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。 
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・・・・利用利用利用利用のののの禁止禁止禁止禁止、、、、制限業務制限業務制限業務制限業務    

 

公園の破損や公園で工事を行う場合などには、公園の安全又は公園利用者の危険防止のため区域

を定めて当該区域の利用を禁止又は制限します。 

 

 公園利用者向け案内 

 

①公園内の各種施設は大切に扱ってください。 

②植物や動物の採取、捕獲はしないでください。 

③「立入禁止」やサクで囲んである場所は、危険区域や植物等を保護している所です。 

立ち入らないでください。 

④ゴミは持ち帰りましょう。公園内にはゴミ箱を設置していませんのでご協力お願いします。 

⑤小さなお子様をお連れの方は、お子様から目を離さないよう注意してください。 

⑥公園利用者や管理の迷惑となる行為はしないでください。 

⑦事故、災害等非常の場合は公園管理者の指示に従ってください。 

⑧公園内でゴルフの練習や、危険な行為はしないでください。 

⑨たき火や花火などの火を使う行為はご遠慮ください。 

⑩喫煙は、灰皿設置か所でお願いします。 

⑪園内は自転車の乗り入れができませんのでご注意ください。 

⑫公園内で犬を放さないでください。 

⑬犬の糞や毛は飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。 

 

 駐車場夜間閉鎖について 

オートキャンプ場宿泊客の安全かつ安心な利用を確保するため、夏季に限り第３駐車場の門扉を

午後８時～翌朝８時まで夜間閉鎖します。 
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 ・・・・安全対策安全対策安全対策安全対策・・・・緊急対応業務緊急対応業務緊急対応業務緊急対応業務    

 

【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】 
 

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。 

また、普段から地域のコミュニティの場として、公園を利用していただけるように努めることも

発生に備えた取組として、大切な要素だと思います。 
 

安全対策  

 ・事故発生の未然防止 

法令で定められた点検のほかに各施設において専門業者による点検を実施することにより、事

故の発生を未然に防止します。 

 ・事件・事故及び災害発生時の対応 

   全ての公園スタッフに対して定期的に教育・訓練を行うことにより、事件・事故及び災害発生

時の初動対応を確実なものとします。 

 ・利用者リスクの軽減 

   幼稚園、保育園、小学校を対象とした「遊具のあそび方教室」を開催し、遊具施設の楽しさに

ともなう危険（リスク）と遊び方や不適切な服装、危険な行動などによって起こる人的ハザー

ドを防ぎます。 

   また、夏期には多目的運動広場などの体育施設利用者に対し、熱中症予防の声掛けを行うなど、

利用者のリスクを軽減するための取組も行います。 

 ・現在地を示した銘板の設置 

   園内の様々な場所に公園管理事務所の電話番号（予備の連絡先も）と現在地を示した銘板（植

物の解説ラベルに番地を記載する等、現在地がわかる工夫をします）を設置します。何かあっ

た時には、いつでも公園管理事務所に連絡がとれ、現在地の把握にも役立ちます。また、電話

は携帯へ転送するシステムを用いて、夜間でも管理スタッフが対応します。 
 

 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。 
  

 災害・消防訓練等の実施計画 
 

プログラム名 内容 対象 頻度・講師 能力向上対策 

安全教育 
作業機械の安全な使用方法や来園

者の安全を守る教育 

管理・作業 

スタッフ 

1回／日 

内部講師 

公園内安全体制

の強化 

安全衛生教育 
新規採用時や作業内容を変更した

場合などに行う重要な安全教育 

管理・作業 

スタッフ 

1回／月 

内部講師 

公園内安全体制

の更なる強化 

こども 110 番の家 

教育 

公園管理事務所に子どもが助けを

求めに来たときの対応方法 

管理･作業 

スタッフ 

1回／年 

内部講師 
緊急時対応訓練 

介護サービス研修 
体が不自由な方や高齢者への介護

手法の教育 

管理･作業 

スタッフ 

1回／年 

外部講師 
介護訓練 

普通救命講習 
応急手当の講習(心配蘇生法・AED

使用法) 

未更新講習者 1回／年 消防署 
救急救命訓練 

管理・作業スタッフ 1回／月 自主訓練 

消防訓練／消防設備

保守点検 

屋内運動施設において災害・消防

訓練(避難誘導・消火・通報) 

／消火器等の点検 

管理･作業 

スタッフ 

2回／年 

消防署 

緊急時対応訓練

及び保守点検 
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３ 維持管理業務 

 

 ・・・・樹木等植物育成管理樹木等植物育成管理樹木等植物育成管理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】 
 

 野鳥が飛び交う紫雲寺記念公園の里山自然林や海岸森林浴が楽しめ、飛砂防止の役割もしている

防風林は、周辺住民みなさまの憩いの場として、子どもからお年寄りまで安全で快適にレクリエー

ションが楽しめる憩いの場となっています。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、公園は海岸に面しているため、飛砂や塩害など植物の生育には厳しい環境ですが、とても

素晴らしい多彩な機能を備えた広域レクリエーション公園として、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。 

  造園・環境のプロである私たち公園グループにしかできない公園の魅力として、植えられた樹木

から充分に花を咲かせる点や地域にあった海岸森林植物の育成、チューリップ花壇をいつも花いっ

ぱいに。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。 

 

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。樹木・芝生で対策を講じた結果などは植物台帳に記録して、 

今後の管理に役立てます。 

 

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。 

  どの季節に来られても、どのロケーションからでも花を楽しんでいただけ、県内外のみなさんよ

り年中足を運んでもらいます。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ところから、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。 

 

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。 

 

 

守ります松林 
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 ・・・・一般施設一般施設一般施設一般施設のののの維持管理業務維持管理業務維持管理業務維持管理業務    

 

【予防保全による施設の長寿命化に努めます】 
 

広域レクリエーション需要に対応するため整備された紫雲寺記念公園は、82.4ｈa の園地があり 5

つのゾーンから形成されています。そこには、休養施設や遊具施設、屋内外の運動有料施設など様々

な利用目的で設置された施設がありますが、古いものは建設後 10 数年経過しています。これらの施

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。電気設備や空調設備などの部品の交換等も計画的に行う必要があり、その結果を「維持管

理計画」に反映させる管理体制がより重要であると考えます。 

  また、日本海沿岸に沿った公園の立地条件から内陸部にはない、飛び砂や潮風による損害や塩害

の影響も懸念されます。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。 

 

施設管理台帳等を活用した予防保全の強化（管理全般） 

  多くの施設をより効率的に管理するため「公園施設管理台帳」をフル活用して、施設管理体制を

強化します。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。 

 

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。 

 

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。犬 

についての設置物（犬専用水飲み容器やトイレ 

施設前のリードフック等）など様々な管理の創 

意工夫を行います。 

 

    

    

    

新潟県との管理システムの流れ 
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・・・・清掃業務清掃業務清掃業務清掃業務 

  

【いつでもきれいな公園で来園者をお迎えします】 
 

本公園最大の特長として、オートキャンプ場（サニタリー施設）やバーベキュー広場など“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、本公園は海岸

に面しているため、塩害による施設の損傷や冬期の季節風による飛砂、海岸に漂着したゴミなどに

も注意を払う必要があります。 

  公園を利用されるみなさんの“安心・安全・快適”をスローガンに掲げ、気持ちよく過ごしてい

ただくために、特に「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。清掃作業中も利用者の妨げにならないように配慮し、環境に優

しい清掃方法についても提案し、実行します。 

 

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、効率的な清掃が出来るようにタオルなどの 

清掃道具を入れたり、落とし物や重たいゴミなども運べるキャリー 

カートを採用し、作業の無駄もなくします。 

ゴミを捨てるのは人で、それを運んでくるのは、風や波などの自 

然かカラスだと思われます。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。 

 

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。それにはまず、公園スタッフ全 

員が利用者の目線になることが求められ、“視覚・聴覚・臭覚”を駆 

使し、トイレ、建物、施設の清掃を念入りに行い、「公園のトイレ＝ 

汚い、臭い」などの潜入観念を払拭できるようにいつも清潔で明るい 

公園施設を目指します。 

  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。 

 

 

 

キャリーカートを使った 
効率的な清掃スタイル 

いつもトイレに植物を 
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 ・・・・巡視巡視巡視巡視・・・・点検点検点検点検    

  

【危険をすばやく察知し利用者の安全を守ります】 
 

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。それをかなえる為には、毎日の安全管理がとても重要であり、巡視・点検業

務は、その第一歩であると考えます。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、本公園の周囲には、里山や松林が

多くある為、土砂崩落等の自然災害の危険やスズメバチやマムシ等の有害生物の被害、不審者の出

没なども想定されます。 

  紫雲寺記念公園の特性を十分踏まえた安全対策を講じて、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。緊急時においても、公

園グループ共同企業体の営業所が新発田市にあるので、すぐに対応できます。 
 

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。特に遊具施設において

は、平成 21 年度に改正された「最新の遊具安全基準」に対応した点検を行い、子どもたちの安全を

守ります。 
 

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。「都市公園法」「新潟県都市公園条例」「新潟県動物の愛護」及び

「管理に関する条例」「施行規則の規定」に基づき、安全で安心して過ごせる公園施設を目指します。 
 

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。また、月１回以上の「重点パトロール」、第３者による「安全パトロール」や車イスでの

巡回、雨天時の点検など、よりきめ細やかな巡視・点検を行い、利用者みなさまの安全を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【巡視・点検マップ】 
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４ 管理業務 

 

・・・・事業評価業務事業評価業務事業評価業務事業評価業務    

 

【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】 
 

紫雲寺記念公園は、様々な目的を持って公園を利用される方々がいらっしゃいます。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、事業報告書に記載し県に報告するとともに、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。 

 

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。 

 

 

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 

（例：トイレの排水溝がいつも臭うなど）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。 

 

 

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。管理運営が、申請書や事業計画書に沿って履行されている

か、問題点はあるか、改善等は取られているかなど自己評価シートなどを参考に厳しくチェックを

行います。 

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”を実施し

ます。ボランテイアのみなさんや地域住民みなさまによる地域住民連絡協議会のメンバー、利用者

の代表者などが参加する「紫雲寺記念公園連絡調整会議（仮称）」や各関係機関・教育関係者など、

外部評価委員で構成される「事業評価委員会（仮称）」を半期に 1回づつ開催し、公園の管理運営状

況を客観的に検査してもらいます。 

自己評価シート 
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・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整    

 
よりよい公園の管理運営を図るため、地域、利用者、地域の企業、行政機関、近隣施設等と連携

をした協働を進めます。 

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。 

また、防犯や防災の分野で警察、消防等の行政機関とも連携し、公園の安心・安全利用を確保し

ていきます。 

 

 

【【【【苦情苦情苦情苦情やモニタリングのフローやモニタリングのフローやモニタリングのフローやモニタリングのフロー】】】】    
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５ 管理体制 

 

 ・・・・職員体制職員体制職員体制職員体制    

 

 

 

 

 ・・・・事務所管理等事務所管理等事務所管理等事務所管理等のののの管理管理管理管理    

 

  公園管理事務所の開所時間は、基本的に午前８時１５分から午後５時１５分までとします。 

職員が勤務シフトを組み、年中無休で公園管理事務所に常駐して来園者の対応にあたります。 

（年末年始は巡回、清掃のみを予定しています） 

  オートキャンプ場管理棟は、供用日の期間内に管理員が利用者の対応をします。 

  公園管理事務所等で行う業務は、主として公園内の運営業務、維持管理業務、地域課題への 

対応、有料施設の利用受付を行います。 
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６ 自主事業 

 

 ・・・・物販事業物販事業物販事業物販事業    

 
【公園利用者の利便性の向上に努めます】 

 

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。 

また、事業運営により得られた利益は、公園で行うその他の自主事業、緑花の普及事業等やベン

チやベビーカーなどの購入費として、利用者及び県民に還元します。 

 

 

 ・その・その・その・その他事業他事業他事業他事業    

 
【公園の特性を活かしニーズにあった事業を展開します】 

 

都市公園機能の最大発揮を目指し、公園を利用される方々に、より一層公園に親しんでもらえる

ように、利用者ニーズを踏まえ、かつ公園施設の有効活用が図れるように「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。 

利益のある事業運営については、その収益を公益事業や他の自主事業などにより利用者及び県民

に還元し、更なる利便性の拡大と利用促進につながる循環型の運営を行います。 

また、事業を実施していく中で、様々な世代の利用者から「こんなサービスをしてほしい」など

のご要望にするどくアンテナを立て、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。 

    

    

７ 物品の使用等 

 

・・・・物品物品物品物品のののの使用使用使用使用・・・・管理管理管理管理    

 

物品の使用 

 ・管理業務の実施に必要な県の所有物品を指定管理者が使用させていただくものとします。 

・指定管理者が使用する県の所有物品は、別添資料「鳥屋野潟公園管理委託物品一覧表」のとおり

です。 

 

 物品の管理 

・私たち指定管理者は、使用する県の所有物品について善良な管理者の注意をもって管理にあたる

よう、次に掲げる事務を行います。 

 （1）県所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

・県の所有物品の数量、使用場所、使用状況等を常に把握します。 

 （2）物品取扱責任者の設置 

・県の所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を定めます。 

（3）物品の管理 

・物品の故障又は破損等について、適宜、修理又は修繕（以下「修理等」という）を行います。

ただし、指定管理者が管理業務を実施する上で修理等の必要がないと認める場合は県と協議

し修理等を行わないこともできるものとします。この協議には物品の処分方法を含むものと

します。 
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（4）報告義務 

・県の所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められるものが生じたときは

県に報告し、その指示があるまで該当物品を適正に保管します。 

・県の所有物品について、亡失又は損傷があったときは直ちに県に報告します。 

・「維持管理の内容」に示した備品一覧表に基づき、指定管理者は年 1回、県の所有物品を照合

した上、状況を確認し報告します。 

（5）指定期間終了時の引渡し 

・指定管理者が使用させていただいた県の物品については、指定期間終了の日に物品現在高調

書により県に報告し、確認を受けた上で引き渡します。 

また、県と締結する物品管理委託契約に基づき管理した物品は、次期指定管理者など県が指

定する者に、数量の不足や故障等が無いよう確実に引き継ぎます。 

 

    物品の帰属等 

 （1）物品購入の協議 

   ・物品の更新及び新たに必要と認められる物品等の購入又は調達（以下「購入等」という）

については、指定管理者が行うこととします。この場合において、物品購入等するとき（５

万円未満のものを除く）は、あらかじめ県に協議するものとします。新たに必要とする物

品の区分（施設機能として必要な物品と事務物品の別）についても協議によるものとしま

す。 

   ・指定管理者は更新が必要と認められる物品については、購入等によらず賃借又は管理業務

の一部委託によることが適切であると判断する場合は、県と協議し、当該物品の更新を行

わないことができます。この協議には物品の処分方法を含むものとします。 

 （2）施設機能として必要な物品 

   ・指定管理者が指定管理者委託料又は利用料金収入により購入した施設機能として必要な物

品（経年劣化等による更新を含む）については、県の所有に属するものとします。 

 （3）事務物品 

   ・指定管理者が指定管理者委託料又は利用料金収入により購入した事務物品については、指

定管理者の所有に属するものとします。指定期間が終了した場合には、指定管理者は該当

物品を自己の費用及び責任により撤去することとします。ただし、指定管理者が所有権を

放棄した場合であって、県が承諾した場合は、この限りではありません。 

   ・物品管理委託契約に基づき管理している物品であって、経年劣化等による更新のために指

定管理者が指定管理委託契約料又は利用料金収入により購入した物品の所有は県の所有

とします。 

 （4）指定管理者が任意調達した物品 

   ・指定管理者は、指定管理委託料又は利用料金以外の経費により調達した物品を業務内容又

は自主事業の実施のために供することができます。この物品については、指定管理者の所

有に属するものとします。指定期間が終了した場合には、指定管理者は当該物品を自己の

費用及び責任により撤去するものとします。ただし、県が承諾した場合は、この限りでは

ありません。 

 

 その他 

 ・県の所有物品について、次のようなことは行いません。 

 （1）他の用途に使用すること 

 （2）加工、改良を加えること 

 （3）第三者に貸与又は譲渡すること 

  ただし、事前に協議を受け、承認したものは除きます。 
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８ その他 

 

・・・・記録等記録等記録等記録等のののの作成及作成及作成及作成及びびびび保管保管保管保管    

 

仕様書に基づき公園管理業務の実施に伴って作成・整備した図面、記録類について、汚損、紛失

等のないように適切な方法で保存・保管し、県又は県が指定する者（次期指定管理者など）に引き

継ぎます。 

        

 

 ・・・・県内産業振興県内産業振興県内産業振興県内産業振興やややや雇用雇用雇用雇用へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮    

 

【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】 
 

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。 

 

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。 

 

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。 
 

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。 
 

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。 
 

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。 
 

障がいの有無に問わない雇用 

  ・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。 
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・・・・環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮    

 

【紫雲寺の豊かな自然を守り育んでいきます】 
 

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。 

 

 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。 

 

 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 

    
    

 

グリーンマークとエコマーク 



＜利用料金収入＞
（単位：千円）

＜指定管理委託料＞
（単位：千円）

県からの指定管理委託料

＜管理運営経費＞
（単位：千円）

その他維持管理費

施設管理

清掃

巡視・点検

事務費

3,369

117,979

管理運営経費計

一般管理費等経費

植物管理

5,013

48,921

1,285

修繕費

水熱水費

5,616

1,757

5,741

121,348

6,687

25,871

17,088

88,852

項　　目 年間予算

95,113

項　　目 年間予算

維持管理

人件費

事業費

26,235

備考

備考

利用料金収入計

26,224

平成24年度　紫雲寺記念公園　資金計画書　　

項　　目 年間予算 備考

有料公園施設使用料

行為許可使用料 11


