相模原公園
計画書１「指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針等」
計画書１「指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針等」

（１）指定管理業務全般を通じた団体等の総合的な運営方針、考え方

ア 応募団体の概要
私たちは、公益財団法人神奈川県公園協会（以下、グループ代表という）と株式会社
サカタのタネ及びサカタのタネグリーンサービス株式会社（以下、2 社を「サカタのタ
ネ」と総称する）の３社で構成するグループです。
グループ代表の公園管理のノウハウ、サカタのタネの花や芝生に関する高い技術の融
合により、引き続き、花とみどりと水を基調とした相模原公園の魅力を高め、その価値
を最大限に発揮していきます。

(株)サカタのタネ

「花は心の栄養、野
菜は体の栄養」を掲
げ、花・野菜の品種
開発を通して世界
の人々の生活文化
向上を目指すグロ
ーバル企業

サカタのタネグリ
ーンサービス㈱
高品質な種苗をベ
ースとした企画か
ら施工、そして維
持管理にわたる一
気通貫の緑花空間
創造ビジネスを展
開

≪主な役割≫グリーンハウスの植物管
理、園内の花修景の計画、グリーンハウ
スでのサカタのタネ品種による特別展
の企画・実施等の利用促進事業

花 とみどり の豊 かな パ クライ フの実現

㈱サカタのタネ
サカタのタネグリーンサービス㈱

（公財）神奈川県公園協会
・都市公園等の豊富な管理経験に基
づくノウハウの蓄積
・公園の快適性と安全性の確保、防災
力の取組実績
・これまで培った周辺施設、地域団体
や地域人材等との連携による地域
活性化
≪主な役割≫トータルマネジメン
ト、維持管理、利用促進、地域連携、
防災機能確保等
※「相模原公園の指定管理実績」削除

イ 総合的な運営方針、考え方
私たちは、県立相模原公園の管理運営を通じて、地域、企業、大学など市⺠社会との様々な
パートナーシップを一層推進し、地域や人々の心を豊かにするとともに、県⺠共有の財産で
ある公園の施設、みどり・生物などの自然環境、伝統文化等をしっかり次世代に引継いでい
きたいと考えています。
そのために、これまで培ってきた地域や団体等との連携や管理実績を活かしつつ、少子高
齢化の進展、感染症対策を含む安全・防災面のニーズの高まり、インバウンド等観光振興、交
通ネットワークの整備進展など、社会環境の変化に的確に対応していきます。
また、「パートナーシップの重要性」や「誰一人取り残さない」などの SDGs の理念
は、公園の管理運営と親和性が高いと考えられることからコミットを強めてまいります。
さらに、「ともに生きる社会かながわ憲章の理念の実現」、「未病の改善による健康寿命
の延伸」など県の重点施策を念頭におき、以下に示す「運営方針、考え方」に基づき適切
に管理運営を行うことで、相模原公園の持つポテンシャルを最大限引き出し、公園の社
会インフラとしての価値を高め、利用者満足度の向上を図るとともに、公園を含む地域
の持続可能な発展に貢献してまいります。
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＜運営方針＞
安全、快適な利用空間の提供
県立都市公園は神奈川県の貴重な財産であり、県⺠に安らぎをもたらすととも
に、楽しく活動するためのステージでもあります。「公の施設」として、誰もが平
等に、安心快適に利用できる環境を提供します。
相模原公園では、花と緑の魅力的な景観を活かし、より質の高い安らぎや楽しさ
の提供を目指します。
より高い公益性の発揮
これまでの経験を活用するとともに、社会的要請の変化、県の重要施策への対応を念
頭に置き、地域や関係団体と協力しながら、地域社会の発展に寄与します。
効率的・効果的かつ持続可能な管理運営
常にコスト意識を持ち効率的・効果的な管理運営に努めるとともに、施設や人材
を貴重な資源ととらえ、将来にわたり持続可能な運営を目指します。

（２）公園固有の価値や特性を踏まえた管理運営方針

ア 本公園固有の価値や特性
本公園は、昭和 54 年に開園後、平成 4 年の全国都市緑化フェアにあわせ、大規模な再整備
が行われました。園内には、豊かな樹林地と広大な芝生広場、菖蒲園やせせらぎの園などの
水辺景観、メタセコイアの並木に囲まれ、花と芝生と噴水の庭園美が楽しめるフランス風庭
園、温室とアトリウムの複合施設であるグリーンハウスなどがあり、「かながわの花の名所
100 選」にも選ばれている花やみどりを一年中楽しめる公園です。また、緑の相談所など緑化
普及の情報発信基地としての機能も有した公園です。
周辺には、市立相模原麻溝公園や市立総合体育館など、多くの公的施設が立地し、県央地
域の一大レクリエーションゾーンとして多くの県⺠や隣接する町田市等の都⺠に親しまれて
います。

イ これまでの取組と課題
（ア）これまでの取組
これまでの「花とみどりと水」の美しい景観づくりや年間を通じたイベント、緑化の
普及啓発の取組により、多くの方々に来園いただいております。

■「花とみどりと水」の美しい景観づくり
「フランス風庭園」における花とみどりと水に彩られた庭園美をはじめ、園内花壇で
は季節に応じた四季折々の花を、「グリーンハウス」では熱帯の花々や室内緑化を楽し
めるなど、花とみどりと水の美しい景観づくりに力を注いでいます。
■年間を通じたイベント・緑化の普及啓発
春・秋のシーズンだけでなく、夏・冬の閑散期にも様々なイベントを開催し利用者に
楽しんでいただくとともに、緑化普及活動にも積極的に取り組み、公園の良さやみどり
の大切さがより多くの県⺠の皆様に広がるように努めています。
（イ）課 題
■経年変化による施設老朽化、樹林地の成熟化・高木化への対応
平成４年の大規模な再整備以降約 30 年が経過し、施設の老朽化や樹林の成熟化・高
木化による倒木リスク等の増大、花壇への日照障害等が顕著化しており、これらへの対
応が喫緊の課題です。
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■多様化するニーズへの対応
人々のニーズが多様化する中、より多くの方にみどりや自然環境に関心を持っていた
だくためには、公園管理者からの働きかけだけでなく、県⺠・利用者とともに考え、ま
た連携し、様々なニーズに沿った活動を広げていくことが重要です。

ウ 総合的な管理運営の方針
私たちは、これまで作り上げてきた「花とみどりと水」の美しい空間を最大限活用し、
自然とのふれあいや人との交流、スポーツや文化活動などを通じて、人々の心が豊かに
なる体験をしていただくためのサポートを強化したいと考えています。
そのため、現在の管理運営方針である「花とみどりの豊かなパークライフ」を引き継ぎつ
つ発展させ、「花とみどりの豊かなパークライフ第 2 章〜心に花を咲かせる〜」を管理方針
に掲げ、以下の３本柱に取り組むことで、神奈川県の緑化推進や県⺠の皆様の心身の健康増
進、魅力ある郷土づくりにつなげていきたいと考えています。

「心に花が咲く」とは

公園の花とみどりの中で、利用者一人ひとりが自然を身近に感じ、体を動かすことに気持ち良さを

感じ、人との出会いや交流により温かい気持ちになる、自己実現により充実を感じていただける、そ
れらを実感された時の気持ちを”心にも花が咲いた“と表現しています。

（ア）心の花壇づくり
〜県⺠の「やってみたい」をサポートする取組を強化し、県⺠や地域と協働した
公園づくりに積極的に取り組みます〜
公園を訪れた人々の心に花が咲き、多くの花が集まっ
て、心の花壇ができるよう、新規プログラムの開催、子
育て支援の充実、多様なメディアを活用した広報を展開
するほか、県⺠自らが主体的にプログラムの企画・運営
に携われる仕組みづくりや、県⺠や地域と協働した公園
づくりに積極的に取り組みます。
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寄せ植えコンテスト

相模原公園
・県⺠の「やってみたい」をサポートする新たな体制（フレンズ制度）を構築
・参加型プログラムの充実や地域との連携・協働による維持管理やイベント開催等
により、多様化するニーズに沿った管理運営を行うとともに、公園が地域の人々
の交流の場となるなど、地域コミュニティを活性化
・年間を通じた園内全体の利用活性化
・より多くの方に公園の魅力を知っていただけるよう、ＳＮＳやフィルムコミッシ
ョン等、多様なメディアを活用した効果的な広報を展開
・子育て支援の充実等、誰もが安全・安心に公園を利用し、活動できる環境を整備
（イ）魅力ある景観づくり

〜各ゾーンの特性を活かして「花とみどりと水」で彩ります〜
相模原公園は、噴水を中心とした洋風庭園ゾーン、広大
な芝生のある広場ゾーン、みどり豊かな樹林地ゾーン、菖
蒲で有名な水無月園ゾーン、親水(せせらぎの園)ゾーンな

ど、様々な特徴を持つゾーンで構成されています。開園や
再整備から⻑期間が経過していることに伴う、樹林の高木

化・成熟化による倒木リスクの増大等の諸課題にも適切に
対応しながら、各ゾーンの特徴を生かした花とみどりと水
の魅力ある景観づくりに取り組みます。

洋風庭園ゾーン

・一年中花を楽しめる公園として、各ゾーンの特性に応じた魅力的な花修景を創出
・重要な景観要素のひとつである芝生は、頻繁な芝刈りなどにより質の高い管理を実施
・温室では、植物展示の固定化を改善するため、一部植え替え可能な展示形態にす
るなどの工夫により、年間を通じて変化を持たせる管理を実施
・樹木管理は、高木化・成熟化を考慮して、安全の確保を最優先に、計画的な剪定
や除伐等により樹林地の健全な育成、生態系の保全と快適な利用環境を確保。こ
れらの取組は、樹林に関する専門家で構成される樹木委員会と連携し、津久井治
水センターと調整を図りながら実施
・施設専任チームによる噴水や流れ等の施設のこまめな保守点検や親水ゾーンにお
ける水辺の生き物環境に配慮した植物管理等により美しい水景観を提供
（ウ）緑の情報発信

〜ニーズの多様化に沿った都市緑化の拠点づくりを進めます〜
都市緑化フェアの理念を継承し、都市緑化植物園として緑への関
心を高めるとともに、緑の人材育成に向け、初心者からプロまで多様
なニーズに沿った緑の普及啓発等の取組を進めます。
緑化研修会の様子
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・みどりに関する多様な講座の開催により、緑の普及啓発と人材育成を推進
・グリーンハウス内に緑化相談、緑に関する図書コーナーを設置し、気軽に緑につ
いて学べる環境を整備
・公園、緑、自然に関する資料や図書等の収集を行うグリーンアーカイブスを継続・
充実し、後世に県土の公園や緑の歴史・記録を継承
・公園内に緑の相談コーナーを設置するだけでなく、メールや電話による相談にも対
応するほか、園芸教室の Youtube による動画配信を行うなど、チャンネルを多様
化し、より多くの方にアプローチ
（３）利用者や地域住⺠、環境等に配慮した管理運営方針
■平等な利用の確保
公園は、子供から高齢者、障がい者、外国の方などの利用者や、地域団体、ボランティ
ア団体など様々な立場の方が利用されます。関係法令や利用ルール等を遵守し、指定管
理者としての責務に基づいて平等な利用を確保します。
・利用ルールの徹底（犬の立ち入り制限エリアの設定と運用、ドッグラン利用方法等）
・全ての人に安全で快適な利用環境を提供できるユニバーサルデザインへの対応
・より多くの人に利用していただくための情報発信
■利用者や地域住⺠等の意見を反映した公園づくりの推進
地域との連携による公園づくりを進めるとともに、利用者や地域の人の声を真摯に受
け止め対話も含めた双方向コミュニケーションを用い、より良い公園にしていきます。
・公園モニターや利用者アンケート等の実施と業務改善への反映
・本公園と周辺の公共施設などで構成する「相模原市麻溝地区近隣施設協議会」や本公
園の大規模イベント等に参加する団体からなる「県立相模原公園イベント協力会」等
の意見を採り入れた魅力ある公園づくり
■環境に配慮した管理運営
本公園は、みどりの濃い相模野の面影を残す都市の貴重な緑地空間です。生物多様
性保全の場として、また、県⺠が自然の多様性に触れ、環境配慮の重要性を学ぶ場とし
てふさわしい管理を行います。
・樹林に関する専門家で構成される樹木委員会の意見に基づく樹林地管理基本計画の策
定による樹林地の健全育成
・首都圏における生物多様性保全の場として、身近に自然と触れあえる場を提供するた
め、生物の生息・生育地に配慮した管理運営
・独自の「環境マネジメントシステム」による総合的な環境マネジメントの推進
・伐採樹木のチップ化などによる発生材の更なる有効活用
・周辺の住環境に配慮して、地域と連携して周辺道路の清掃活動を行う「ゴミゼロアク
セス」などの取組の継続
・再生可能エネルギーを活用した電力や電気自動車の積極的活用
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【計画書１】令和４年度事業内容
１．指定管理者全般を通じた団体の総合的な運営方針
指定管理者全般を通じた団体の総合的な運営方針
「安全、快適な利用空間の提供」「より高い公益性の発揮」「効率的・効果的かつ持続
可能な管理運営」に記載のとおり実施します。
２．公園固有の価値や特性を踏まえた管理運営
総合的な管理運営の方針「花とみどりの豊かなパークライフ第 2 章～心に花を咲かせ
る～」とし、神奈川県の緑化推進や県民の皆様の心身の健康増進、魅力ある郷土づくり
に繋がる取組みを実施します。
①心の花壇づくり
・実施要綱を整備し、県民の「やってみたい」をサポートする「フレンズ制度」を開
始します
・グリーンハウスに子供コーナーを設置するなど子育て支援を充実し、安全・安心に
公園を利用し活動できる環境づくりをおこなうほか、記載の内容で実施します
②魅力ある景観づくり
・みんなの花壇前に新たな灌水システムの立体花壇「フラワーメリーゴーランド」
新たな灌水システムの立体花壇「フラワーメリーゴーランド」を
新たな灌水システムの立体花壇「フラワーメリーゴーランド」
導入し魅力ある景観を維持します
・高木管理は、安全確保を最優先とし、健全な樹林地育成について、引続き樹木委員
会と連携し津久井治水センターと調整しながら実施します。また、樹林地整備活動に
ついて、
・樹林地管理について、（公財）かながわトラストみどり財団
（公財）かながわトラストみどり財団と連携
と連携事業
事業について調
と連携
事業
について調
整します
・その他、記載の内容で実施します
③緑の情報発信
・ニーズの多様化に沿った都市緑化の拠点づくりを進めるなど、記載の内容で実施し
ます
３．利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営
・平等な利用の確保、利用者や地域住民等の意見を反映した公園づくりの推進、環境
に配慮した管理運営について記載の内容で取組みます

6

相模原公園
計画書２「業務の一部を委託する場合の考え方、業務内容等」
（１）当該公園の管理基準等を踏まえた効果的、効率的な委託の考え方
■直営を基本に専門技術を要する管理業務等を委託
常に安全で快適な施設を維持するためには、公園の特性を熟知した職員による管理が
効果的、効率的であるため、できるだけ直営で、きめ細やかな維持管理を行うことを基
本にします。
一方、法令等に基づく業務、専門技術・資格・特殊な機器類を要する業務、危険を伴う
業務等は、委託します。
直営作業にかかる人件費は付属書類「ア 収支計画書」の「人件費」に計上しています。
■地元造園業のプロ集団である相模原造園協同組合との包括協定に基づく委託
植物管理のうち高所作業等専門的な技術が必要となる樹木管理や緊急時対応等につい
て、「相模原造園協同組合」と包括協定を締結し、計画的に業務委託することにより、効
率的で質の高い植物管理を行うとともに、緊急時の迅速な対応を図り、併せて、地域経
済活性化へ貢献します。
相模原造園協同組合：相模原市内の造園事業者 31 社で構成されている組合で、植生を
熟知する造園業のプロ集団であるとともに、地域祭りや市内自治会活動への参加協力
等、社会貢献にも力を入れている団体です。当該組合は、官公需を共同受注し完全に
実施できる体制が整備されていることを中小企業庁が証明した事業組合である「官公
需適格組合」として認定されています。
■高齢者や障がい者の就労支援の観点からの委託
繁忙期等には、業務の効率性の観点から管理業務の補助的作業を委託します。その際
は、高齢者の就労促進の観点から、シルバー人材センターなどを活用します。また繁忙
期以外にも日常業務の中で、障がい者が実施可能な業務は、できるかぎり障がい者就労
施設に委託し、就労支援を図ります。
具体的な委託業務内容
区分

管理項目
高木管理

管理内容
枝下し・枯損木処理等

中低木管理 刈込物・生垣手入れ
植
物
エアレーション作業
管 芝生管理
理
等
特殊管理

菖蒲園管理

花壇管理

花壇等全般
遊具・建築設備・電気
工作物・消防設備・遊
具等

法定点検
施 定期点検
設
管
理
警備業務
設備清掃
清
掃 設備清掃
管 トイレ清掃
理
ゴミ処理

夜間有人警備・機械警
備

業務内容
樹勢悪化木、支障枝除
去
はみ出し枝や徒⻑枝の
刈込など
芝生地のエアレーショ
ン・施肥・目土かけ
菖蒲田土壌改良と株分
け
植付け・除草
建築基準法、電気事業
法による点検や遊具指
針などによる点検
管理事務所夜間有人警
備、園内巡回警備、グリ
ーンハウス機械警備

理由
発注先例
高所作業で危険が伴うた
相模原造園協同組合
め
品質確保のため

相模原造園協同組合

特殊機器を使用するため 専門業者
専用機械使用し、専門的
相模原造園協同組合
技術を要するため
障がい者就労支援のため 社会福祉法人
法律の定めに基づき実施 専門業者
免許・専門的技術を要す
専門業者
るため

建物・池等清掃、点検 建物等清掃

専門的技術を要するため 専門業者

建物日常清掃
トイレ定期清掃

高齢者の就労支援に資す
シルバー人材センター
るため

水洗い、拭き清掃等

粗大ゴミ・産業廃棄物 ゴミ・残材搬出

免許が必要な専門業者
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（２）委託先の選定方法

ア グループ代表が発注する業務
委託先は、原則、県の競争入札参加資格者名簿に登録があり、業務に必要な免許・資
格や豊富な業務実績を有することを条件とし、品質を確保するとともに、競争性・透明
性・公平性の確保の観点から、公募型競争入札を基本とします。なお、専門性の高い一
部業務を除く全ての業務について、地元を優先する地域要件を設定します。
また、県の入札手続きを参考に募集開始から入札まで一定期間を設け、幅広く応募で
きるよう、募集内容を協会 Web ページや公園内、専門新聞紙面等に掲載・掲示し広く
公表します。
イ サカタのタネが発注する業務
サカタのタネ品種の特性を熟知した県内のパートナー企業（サカタ安全衛生協力会会
員）へ委託をすることで、質の高い緑花空間の維持管理を目指します。
また、花苗の委託に関しても、⻑年サカタのタネ品種を多数生産している地元農家の
方々（相模鉢物研究会）に生産委託することで、高品質な花苗の確保を実現しています。
ウ 共通
暴力団排除条例や労働関係法令等を遵守し、社会保険料や事業税等を適切に納付して
いる者から選定することで委託先の信頼性や業務の水準を確保します。
（３）県内（地域）企業への委託の考え方
■地域企業への積極的な発注
・地域の企業はその地域に精通しており、迅速かつきめ細かい対応が可能であり、地域
経済への貢献や地域連携の視点からも、県内企業へ委託しており、本公園では委託業
務の８割以上を相模原市内の企業を中心とする県内企業へ発注
（令和元年度相模原公園での実績）
相模原市内：52 件／県内 27 件／市内含む県内企業発注率 84％（全体 93 件）
・今後も地域雇用の確保などの観点から、地元の相模原造園協同組合、シルバー人材センタ
ー、非営利活動団体等の活用を図るとともに、県内（地域）の中小企業等（「神奈川県中小
企業・小規模企業活性化推進条例」第２条に定める者又は準ずる者）の力を活用

■地産地消や障がい者就労支援の観点からの取組
＜地産地消＞
・地域の花苗生産者からの仕入れ実施、障がい者就労施設等の生産物の販売所として公
園を提供するなど、地産地消への取組の実施
＜障がい者就労支援の取組＞
・グループ代表が毎年度定める「障害者就労施設等からの物品等の調達に関する方針」
に基づき、前述の障害者就労施設への委託に加え、地域の障害者就労施設等からの物
品の調達を推進し、障害者の自立支援を引続き実施
【公園協会全体実績（令和元年度調達目標 8,500 千円、実績 8,784 千円）】(委託＋物品調達)
（令和元年度相模原公園実績：2,358 千円）
（株）清和サービス（産業廃棄物処理）、(社福)相模原福祉村虹の家（花壇植栽委託）、
（社福）すずらんの会ワークショップフレンド（植物維持管理業務委託、菓子類の販売場の提供）
【計画書 2】令和４年度事業内容
】令和４年度事業内容
記載の内容で実施します。
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計画書３「施設の維持管理」
（１）公園の特性と課題を踏まえた維持管理の考え方

ア 本公園の特性と維持管理における課題
本公園は、年間を通じて花とみどりが溢れる美しい空間の中で、県⺠の皆様がゆった
りと過ごせる公園です。一方、平成４年の大規模な再整備以降約 30 年が経過し、次のよ
うな課題が生じています。
樹林地の高木化：開園や再整備から⻑期間が経過し、樹林の成熟化・高木化による倒木
リスクの増大や林床の日照阻害等が生じているため、樹林地の健全な育成と安全・快
適な利用環境の確保、いきものの生息環境の保全等がより重要となっています。
日照阻害による花壇への影響：メタセコイア等が高木化し、落枝・倒木のリスクが高ま
るだけでなく、樹木周辺の花壇の日照阻害も生じており、対応が求められています。
施設の老朽化：園内の建物や施設の老朽化が進んでいるため、安全で快適な利用環境の
保持、施設の⻑寿命化への取組が求められています。

イ 特性や課題を踏まえた維持管理の考え方と重点的取組
公園の中で、自然とのふれあいや人との交流、スポ
ーツや文化活動などを通じて、心が豊かになる体験を
していただくことを「心に花が咲く」と捉え、こうし
た体験をサポートしていくことを管理運営方針の柱
としています。本グループの技術力やノウハウを結集
技術力やノウハウを結集
し、専門家や地域団体と連携しながら、人々の活動の
基盤となる公園の安全安心と、花とみどり
花とみどりと水の美し
みどりと水の美し フランス風庭園を囲むメタセコイア並木
と周辺樹林地
い空間をつくり・守る維持管理に取り
い空間をつくり・守る維持管理に取り組みます。
組みます
計画的な維持管理による樹林地の保全・育成：利用と保全のバランスに配慮した計画的
管理を進め、樹林地の安全確保及び保全・育成を図ります。高木化したメタセコイア
は、安全や景観に配慮しながら、樹木医等の専門家の意見を踏まえた適切な枝処理に
より庭園の日照条件を改善します。
サカタのタネの技術を活かした花壇、芝生管理：フランス風庭園では季節の花や美しい
芝生による修景、グリーンハウスでの展示植物の入れ替え等により、一年中花とみど
りの魅力にあふれる公園にします。日照の悪い花壇では、耐陰性に優れた花種の選定
や植栽場所の工夫などをします。
「施設専任チーム」による⻑寿命化を図る施設管理：グループ代表の職員で構成する施
設の保守点検・修繕業務の専任チームを引き続き配置し、経験に裏打ちされた、きめ
細かな保守点検により、事故・故障等の未然防止と⻑寿命化を図ります。
多様なパートナーシップによる維持管理：専門家、地域団体、教育機関、福祉団体等と
連携を図ることで、維持管理の品質の向上を図るだけでなく、地域との交流促進、緑
化の普及啓発等付加価値の高い活動として展開します。
（２）施設保守点検業務、小破修繕業務等の実施方針

※「花と緑で自立支援」実績削除

ア 施設保守点検業務
適切な保守点検作業を行い、安全を確保するとともに、施設の⻑寿命化を進め、費用
対効果の向上を図っていきます。
日常点検：異常が生じやすい箇所等を熟知した施設専任チームによるきめ細かな点検を
実施するほか、慣れ防止のため、定期的にその他の職員も点検を実施
なお、グリーンハウスのボイラーは大型で複雑な設備であり、二級ボイラー技士の資
格を有する者を常駐させ、点検を実施
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専門点検：噴水設備やグリーンハウスの空調設備関連等の点検は専門業者に委託し、点検を実施
（主な点検箇所）
樹
林
地：枯損木や枯枝発生個所の重点的な点検、蜂等危険生物有無の確認
遊
具：国指針に基づき、毎日の巡視に合わせた安全点検と、月 1 回の打
診等による点検、年 1 回の専門業者による定期点検を実施
親 水 ゾ ー ン：鋭利物の除去や転倒危険個所の点検
グ リ ー ン ハ ウ ス：温室ガラスの目視点検、専門職員による定期設備点検
噴 水 、 流 れ：目視による水位確認、ポンプ機器の点検
管 理 事 務 所：太陽光発電器具類の定期点検
園 路 ・ 広 場：不陸や腐食等異常個所の点検、専門職員による噴水の定期点検
全園一⻫施設点検パトロール：グループ代表の公園管理運営士資格を有する
公園管理運営士資格を有する職員による施設
公園管理運営士資格を有する
点検を行い(年 1 回)、その結果を公園職員と共有し、改善策をともに考え、実行します。
イ 計画的な修繕 点検と連動した速やかな対応
点検により異常個所を発見
した場合には、小破修繕や立
入禁止措置、仮復旧等を迅速
に実施し、安全を確保しま
す。修繕結果は公園管理デー
タベースシステムに履歴とし
て蓄積し、以後の維持管理へ
反映することで、異常個所の
早期発見と計画的・効率的な
修繕を行い、施設の⻑寿命化
を図ります。

実績 施設専任チームによる老朽化施設のきめ細かな保守点検
修繕履歴等を踏まえ、施設専任チームが以下に例示するような方法により保守点
検を確実に実施し、円滑な運転及び故障等の未然防止と⻑寿命化を図っています。
グリーンハウス 暖房施設は、熱源として隣接する相模原
暖房施設は、熱源として隣接する相模原
市南清掃工場のごみ焼却熱を利用しています。暖房施設
市南清掃工場のごみ焼却熱を利用しています。
の不具合の発生は、市施設にも波及するため、特に小破
修繕の優先度を高めるほか、施設の状況を適宜県とも共
有し、協議しながら、適切な維持管理を行います。
噴水・流れ 漏水や自然蒸発等で水位低下が生じやすく、
水位センサーもないため、こまめな目視点検を実施します
グリーンハウスの
（1 回/2 日）。ポンプ機器の不具合がある場合は、土砂堆
蒸気管暗渠点検の様子
積等を疑い、点検・土砂の除却を行います。
（３）清掃業務、受付業務、警備業務等の実施方針

ア 清掃業務
いつでも気持ち良く利用できる公園環境づくり
トイレ等の施設の清潔さは、利用者満足度に直結するため、こまめに清掃を行うとと
もに、全職員が気づいたゴミは拾うなど、清潔感の保持に努めます。
・グリーンハウスのトイレは毎日、それ以外のトイレも管理基準以上の清掃を実施
【基準以上】グリーンハウスも含め 4 回/週 ➡提案 グリーンハウス毎日、他 5 回/週程度
・全職員による園内の日常的なゴミ拾いや清掃の徹底、清潔さと美観の保持
・噴水やグリーンハウス周辺等は、定期清掃のほか日常的に水面及び堆積ごみの除去
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・夏場の子供利用が多い「せせらぎの園」地区のふれあいの水辺は安心して遊べる空間
となるよう特にきめ細かな清掃を実施します。

※「公園内の清潔さに関する実績」削除

イ 受付業務
おもてなしの心を持った対応と幅広いサービスの提供
利用者をおもてなしの心を持って迎え、相手の立場に立った親切・丁寧な受付・案
内を行います。スタッフが常に最新の情報を共有し、みどりや園芸、その日の花の見
どころ情報等、公園に関する情報発信・相談対応等の幅広いサービスを提供します。
県⺠の皆様の「公園で何かやってみたい」に対応するため、専用窓口及び専任の担
当職員を配置するとともに、HP 等で広く周知・明確化し、確実な実施を図ります。

ウ 警備業務
事故の芽を摘み、安心安全な公園空間の確保
日中は職員による巡回警備を実施し、声掛けや利用指導等を行い、未然に事故を
防ぎます。夜間・年末年始は常駐の警備員を配置・巡回するとともに、緊急事態発
生時には連絡体制に基づき、速やかに園⻑または副園⻑等が急行し、対応します。
施設汚損、利用者への迷惑行為等の有無の確認、利用指導等により、事故の未然
防止に努めます。事故等発生時には職員による応急対応及び関係機関への迅速な連
絡を行います。

（４）樹林地や草地の管理、樹木、芝生、草花などの植物管理業務等の実施方針
本公園は、日照条件や花苗・植物の特性の
理解が重要なフランス風庭園のある洋風庭
園ゾーン、生態系への配慮が必要な樹林地
ゾーン、広大な芝生広場のある広場ゾーン
等、様々な特性を有する公園です。
各ゾーンの特性を十分に理解し、季節ご
とに工夫を凝らした質の高い管理を行うこ
とで、一年中花とみどりの魅力にあふれる
公園にします。
ア 花とみどりと水の共演：洋風庭園ゾーン／グリーンハウスゾーン
グリーンハウスとフランス風庭園を一体としてとらえ、グリーンハウス前後の空間デザインに
統一感を持たせます。冬季にも美しい洋芝と模様花壇、添景樹などによる様式美を強調した庭園
を創り、来園者に景観などを楽しんでいただくとともに庭園文化を発信します。
（ア） 庭園管理 景観づくりのポイントと親しまれる庭園への取組
■芝生や生け垣による縁どり、模様花壇による様式美の強調
・サカタのタネのターフアドバイザー(芝生管理の専門家)による定期診断とアドバイス(年４回)
・【基準以上】冬芝を取り入れることで年間を通じて⻘々とした芝生とし、基準以上
（年 7 回を 14 回以上）の芝刈りにより高い品質を保持
・縁取り効果を強調するための噴水を囲む低生垣の重点刈込
・模様花壇、立体花壇等によるメリハリと様式美を強調
・新品種の積極的導入や高品質な花苗等の利用による魅力的な花修景と話題性の演出
・年中見頃となるように、季節に適した計画的な植栽と手入れ（年３回の植替えと相模
原造園協同組合による年 5 回のメンテナンス作業を実施）
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⻄洋芝＋模様花壇

⻄洋芝（立入可）

低生垣＋コンテナ花壇

モニュメント花壇

⻄洋芝＋模様花壇

立体花壇

■グリーンハウス周りの花修景
・グリーンハウス周りにフロート花壇や立体花壇を設置
し、フランス風庭園と一体となった庭園美を演出
グリーンハウス周辺のフロート花壇

（イ） 樹林地管理 【拡充】巨木化するメタセコイアへの対応
・「県立相模原公園の樹木等の適正管理に関する委員会」（以下、「樹木委員会」と
いう。）において、持続可能な管理のあり方を検討し、県津久井治水センターとも
随時協議しながら、定期的な診断等を踏まえた管理を実施
・日照状況を踏まえた花種の選定、花壇の花の雨垂れに起因する病気防止のため、防
草シート等の農業資材を用いて雨水の跳ね返りを抑制

実績 県立相模原公園の樹木等の適正管理に関する委員会
樹木医、造園施工や景観などの専門家、ボランティア、及び指定管
理者で構成する委員会です。樹木委員会と連携したこれまでの取組
は、“じまんの樹（公園を代表する樹木）”の選定とマップづくり、こ
もれびの径の樹林地管理基本計画の作成、メタセコイア並木の状況把
樹林地作業の現地確認の様子
握、ナラ枯れ病樹木への処置等、多岐にわたっています。
（ウ）温室管理【拡充】専門家も交えた質の高い植物管理と展示植物の入れ替え等の工夫
熱帯植物の専門家による定期的な診断と助言を受けながら、温度管理や灌水等によ
り、植物本来の生き生きとした姿を保持します。リピーター促進のため、展示植物の入
れ替えなどの工夫により、年間を通じて変化を持たせる管理を行います。
温室の特性に合わせた日常管理：温室内の日当たりや利用者の視線等
に合わせた剪定や刈込み／葉面散水による病虫害予防と植物の活性
化／過密化させないための適切な間引きや衰弱種の入れ替え
専門家による診断等：熱帯植物専門家による診断とアドバイス（年
４回）／高機能液肥等の農業資材の専門家による育成アドバイス
（適宜）
（⇒計画書４(２)ア熱帯温室の見どころづくりを参照）
葉面散水の様子
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イ 憩える美景観、生き物との共生：樹林地ゾーン(こもれびの径、紅葉の丘、その他外周林等)
生態系保全・景観形成に向けた計画的管理：樹林の成熟化・高木化が進行しているため、
景観や生態系の保全のため、間伐や大枝の剪定も含め、樹林地管理を計画的に進めます。ま
た、芝生広場周辺、園路沿いの落葉樹林地は、緑陰をいかした散策や休憩のためのス
ペースとして活用できるよう、林床の手入れなどを行います。
樹林地の安全確保：樹林地ゾーンをはじめ、園内全域で、日常点検と台風シーズン前の
定期点検を行い、樹木医等による診断を実施し、災害防止に努めます。
NPO と連携した樹木診断：「NPO みどりのお医者さん」と連携し、園内の樹木は必要
に応じて樹木医の樹木診断を行い、安全性の確保と樹木の保全・育成を図っています。
また、同 NPO に所属する樹木医の研修の場としても本公園は活用されています。
■こもれびの径
成熟化が進む「こもれびの径」周辺樹林地の利用と保全のバランスに配慮した維持管理
を計画的に進めるため、樹木委員会による検討を重ね平成 30 年に計画を策定しました。
実績 こもれびの径エリア樹林地管理基本計画
計画 ・エリア内のゾーン分けと目標とする樹林地の設定 ・生物への配慮
概要 ・保存樹木の選定と保護 ・管理経費の削減
目標とする将来像（こもれびの径北側の例）
・散策路東側平坦地は現状を活かし、明るく見通しのきく里山のイメージゾーンと
し、立入禁止ゾーンと利用ゾーンを分け管理。自然観察会等に活用
・ムラサキシキブやガマズミなど美しい実をつける低木の選択的育成

H30 年時点

目標とする樹林地イメージ（イラスト）

R2 年度現在の状況

現在及び今後の取組
・ラン類やキク科の野草等に配慮し、下草刈りは 11〜12 月に実施
・野鳥や昆虫類の隠れ家となる刈り残しの形成
・下草刈が進み、林床の日照が改善したため、今後は、ムラサキシキブやガマズミなどの
育成を図りつつ、ヤマツツジやミツバツツジなど相模原の里山にみられる花木を補植
■紅葉の丘
明るく、快適な林間散策ができる疎林への更新を図ります。具体的には、散策での利
用や休憩ができる林床の下刈や間伐の実施、生き物の生息に配慮したきめ細かな林床管
理、外来種の駆除（ハコベホオズキなど）を実施します。
■その他外周林等
一部で樹木の過密化が見られるため、健全な樹木の維持・育成のための間伐等を実施しま
す。具体的には、マテバシイ植栽地等の間伐等による過密植栽の是正、病虫害防除や枝下ろ
し等を実施します。
■ナラ枯れへの対応
・園内全域の被害状況調査を継続し、県津久井治水センター及び県央地域県政総合セン
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ター森林保全課へ報告
・倒木の危険性のあるものについては、周辺の立入禁止措置を行うとともに県津久井治
水センターと協議のうえ伐採処理を実施。未然防止として、捕獲トラップ等の設置
ウ 歓迎の気持ちを伝える：入口広場ゾーン／駐車場ゾーン
「ウエルカム！！」の気持ちが伝わるよう、花壇や花飾りによる演出をします。公園外
周にも花を植栽し、沿道の通過者を公園に誘導するとともに、沿道にも花のある風景を
創出します。
入口広場ゾーンでは、子供からお年寄りまで皆でつくる「ユニバ
ーサル花壇」を増やし、協働による花壇づくりを拡充し、緑の普及
啓発や地域社会の活性化に貢献します。
みんなの花壇：地域の方々との協働による花壇⇒計画書４(１)イ(ア)参照
管理棟周辺の
管 理 棟 周 辺：ハンギングバスケットなどの多様な植栽技術による花の演出
ハンギングバスケット
南側入口広場：コンテナや花壇による入口らしい演出
新規 来園者を迎える駐車場・公園外周の修景
駐 車 場：見通し等の安全性を確保しながら、駐車場にも花を
植栽し、車で訪れる人を楽しませます。
公園外周：防草シートをつかって直接播種する等の効率的な管
理が可能となる工夫をしながら、外周部にも花壇を作
り、来園者を出迎えるとともに、地域の景観づくりに
も寄与します。
エ シンボルフラワー“菖蒲”の継承：水無月園ゾーン
これまで蓄積したノウハウを活かし、高品質な管理を行う
とともに、ハナショウブ以外にもウメやスイセンなど花期の
異なる花を植栽し、四季の見どころを創出します。
・約２万株 118 種のハナショウブを系統や気象条件に合
わせた管理を行うことで、県内有数の名所として管理
・独自の管理計画を策定し、土壌づくりから株分け、開
花まで、年間を通じた計画的な維持管理を実施

公園外周の花壇（試行場所）

水無月園（ハナショウブ）

※「株分けしたハナショウブの提供」実績

オ 花とみどりの伸びやかな空間：広場ゾーン
年間を通じて快適な利用ができるよう、頻繁な芝刈り
などにより良好な芝生広場を維持します。秋にはネモフ
ィラの播種を行い、芝の養生期に花の見所を創出します。
また広場内の樹木についても、樹勢観察や整枝剪定を行
い、健全な樹木育成を図ります。
・【基準以上】大型機械を用いた管理基準以上（年７回を
14 回以上）の芝刈り
ネモフィラによる花修景
・洋風庭園ゾーン同様に、ターフアドバイザーによる定期診断とアドバイス
・フラワーオーバーシードによる春の花修景（ネモフィラ等の播種）
・広場内のクロマツ、サクラ等の樹木の樹勢観察や整枝剪定
カ 水辺の潤いを感じる：親水ゾーン（せせらぎの園）
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貴重な水辺環境の保全に配慮しつつ快適なレクリエー
ションの場となるように管理をします。
・桜の名所として樹木医指導に基づく適正な保全管理
・ビオトープや水辺の生き物環境に配慮した植物管理
・【基準以上】基準以上の芝刈り（年 7 回を 14 回以上）
による良好な芝生地の維持
水辺に咲く桜と憩う利用者

キ 犬を通じた人々の交流：ドッグランゾーン
犬が走りやすい草丈を維持する草刈や周辺樹木の剪定を行い、安全・清潔で快適な利
用環境を提供します。管理にあたっては、NPO 法人ドッグランネットワーク Pals と連
携します。
【計画書 3】令和４年度事業内容
】令和４年度事業内容
１．本公園の特性と課題を踏まえた維持管理
（ア～イ）本公園の特性と維持管理における課題、特性や課題を踏まえた維持管理の考
え方と重点的取組
本公園の特性と課題（樹林地の高木化、日照阻害による花壇への影響、施設の老朽
化）を踏まえ、記載の考え方に基づき取組みます
２．施設保守点検業務、小破修繕業務
（ア）施設保守点検業務
・日常点検、専門点検、全園一斉施設点検パトロールを実施し、その他、記載の内容
で実施します
（イ）計画的な修繕、点検と連動した速やかな対応
・施設専任チームによるきめ細かい施設管理とメンテナンスサイクルにより、異常個
所の早期発見と計画的修繕を実施し、施設の長寿命化を図ります
３．清掃業務、受付業務、警備業務
（ア～ウ）清掃管理業務、受付業務、警備業務
・「いつでも気持ちよく利用できる公園環境づくり」「おもてなしの心を持った対応
と幅広いサービスの提供」「事故の芽を摘み安全安心な公園空間の確保」を方針
に、記載の内容で実施します
４．樹林地や草地の管理、樹木、芝生、草花などの植物管理業務
(ア)花とみどりと水の共演：洋風庭園ゾーン/グリーンハウスゾーン
・サカタのタネの技術を活かし、新品種花苗の積極的導入、模様花壇のほか立体花壇
や GH 周辺池にフロート花壇を設けるなど、魅力的な花修景と話題性を演出します
・メタセコイアは、引続き樹木委員会と管理の在り方について検討します
・熱帯温室では、熱帯植物専門家による診断とアドバイスにより、質の高い植物管理
と展示植物の入替えなど、年間を通じて変化を持たせる管理を行います
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（イ）憩える美景観、生き物との共生：樹林地ゾーン
・樹林地ゾーンをはじめ、園内全域で日常点検と台風シーズン前の点検を行うほか、
「NPO 緑のお医者さん」と連携し、樹木診断等により安全性の確保や樹木の育成・
保全を図ります
・こもれびの径や紅葉の丘等の樹林地管理においては、「心に花を咲かせる」取組に
繋げるため（公財）かながわトラストみどり財団等の団体
（公財）かながわトラストみどり財団等の団体との連携について調整し
（公財）かながわトラストみどり財団等の団体
ます
・ナラ枯れについては、被害状況調査と未然防止のトラップ設置を継続し、倒木等の
危険性のあるものは立入り制限や伐木を行います
・その他、記載の内容で実施します
（ウ）歓迎の気持ちを伝える：入口広場ゾーン／駐車場ゾーン
・公園外周と駐車場に花を植栽し沿道通過者を公園に誘導するとともに、入口広場に
新たな灌水システムの立体花壇「フラワーメリーゴーランド」を導入し歓迎しま
新たな灌水システムの立体花壇「フラワーメリーゴーランド」
す。その他、記載の内容で実施します
（エ）シンボルフラワー“菖蒲”の継承：水無月園ゾーン
・ハナショウブの適切な管理を行うほか、依頼に基づき株分けしたハナショウブを県
内公園等に提供します。その他、記載の内容に取組みます
（オ）花とみどりの伸びやかな空間：広場ゾーン
・FOS（ネモフィラの播種）による春の花修景のほか、記載の内容で実施します
（カ）水辺の潤いを感じる：親水ゾーン（せせらぎの園）
・樹木医の指導による桜の名所としての保全管理や水辺の生き物環境に配慮した管理
を行います
（キ）犬を通じた人々の交流：ドッグランゾーン
・草刈りや樹木の剪定により、安全・清潔で快適な利用環境を維持し、引続き NPO 法
人ドッグランネットワーク Pals と連携した管理を行います
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計画書４「利用促進のための取組」
（１）公園の特性や利用状況（繁忙期・閑散期等）、新しい生活様式などの社会状況に応
じて、多くの利用を図るために実施する事業の実施方針、内容等（有料施設は除く）
ア 利用促進の実施方針
本公園では、これまで、一年を通じた花とみどりと水の美しい景観と快適なレクリエ
ーションの場を提供することにより、多くの方にご来園いただいてきました。

（⇒来園者数の伸び等については、計画書１(１)アを参照）

今後も、新型コロナウイルスの影響による新しい生活様式など、社会変化にも対応し
つつ、地域の団体や人材との協働によるイベント開催や参加型イベントの充実等によ
り、多様化するニーズに沿った事業を展開していきます。また、こうした取組により、
公園が人々の交流の場となり、地域コミュニティの活性化に貢献するとともに、広域か
らの集客など地域振興にもつなげていきます。
イ 利用促進の具体的な実施内容・方法
（ア）「心の花壇」づくり

■【新規】「やってみたい」をサポートする体制づくり（フレンズ制度の創設）
これまでの管理運営により形
成されてきた本公園の花とみど
りによる豊かな景観のなかで
様々な活動（イベント、撮影、学
校授業、作業療法、花壇づくり、
カフェ運営、地域情報発信等）を
実施したいというニーズが近年
多くなっています。これらの「や
ってみたい」という思いを実現するため新たに「フレンズ」制度を創設します。
フレンズ制度の構築：「やってみたい」という思い（心）を持つ人や団体を「フレンズ」
と位置づけ、公園に相談窓口を設置し、職員が公園の管理運営方針やイベントの実施に
あたり配慮すべき事項等のノウハウを説明したり、企画を一緒に考えるなどサポートを
しながら実現につなげていきます。これらの取組を進めるため「フレンズ提案実施要綱
フレンズ提案実施要綱
（仮称）」を定めて受け入れ態勢を整備します。
（仮称）
実績 フレンズ制度の実現性を確保する実績
■地域提案型イベント・共催イベント
2019 年５月 相模のグルメ 食散歩フェスタ：神奈川県飲食業生活衛生協同組合相
模原支部、NPO 法人福祉リレーションシップ協会、桜美林大学ボランティア等と
連携したイベント
2019 年 6 月 ALOHA PLACE：近隣の飲食店や地域のフラダンス愛好会と連携
し、幼児子育て世代の⺟親が集まり芝生広場で行ったフラダンスイベント
■こんな公園がいいなプロジェクト
麻布大学との協働により、学生の授業の一環として、「相模原公園の魅力を発掘
し、その PR 方法を検討せよ」と題した演習を実施しました。演習の中の提案（ス
マートフォンを活用したスタンプラリー等）を、今後、実現可能性等について検討
した上で、できるものから順次、連携しながら進めていきます。

（⇒スマートフォンを活用したスタンプラリーについては、計画書４(1)イ(エ)を参照）
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■「心の花壇」をつくるイベントやプログラムの展開
来園者それぞれの「心の花」を見つけていただけるよう、公園の多様な楽しみ方を提
案します。
【公園の美しい花や景観を思いきり楽しむ】
本公園の最大の魅力である花や景観を活かした「フラワーフェスティバル」や「しょ
うぶまつり」など本公園を代表する大規模イベントを、市⺠団体、商店や大学等と協力
して、開催します。
多くの方に本公園の花や景観を思いきり楽しんでもらうとともに、地域の方々が私たちと
一緒に楽しく活動し、お祭りを盛り上げてくれる姿も見ていただければと考えています。
・春と秋のフワラーフェスティバル（４月・10 月：来園者数各約２万人）
・しょうぶまつり（６月：来園者数約１万人）
＜主 な 内 容＞ネモフィラ、パンジー、球根ベゴニアやキバナコス
モスなどの春秋の花やハナショウブが見ごろの時期に合わせ、
様々な催し物と出店をセットにしたイベントを地域と協力して
開催
春のフラワーフェスティバル
＜主な連携先＞相模原公園イベント協力会、女子美術大学、北里大学
相模原公園イベント協力会：フラワーフェスティバル、しょうぶまつりに出展する
飲食、展示、体験プログラムを実施する各団体と当グループで構成する実行委員
会。イベントの企画や当日の運営を実施

・真夏の夜のファンタジア（８月：来園者数約５千人）
＜主 な 内 容＞夏の利用促進のため、夕涼みをしながら、噴水広場のラ
イトアップを楽しんでもらうイベント。中日には普段閉鎖している
景観芝生を開放し、芝生と噴水広場を活用したコンサートを開催
＜主な連携先＞地域の音楽愛好家など

真夏の夜のファンタジア
【日常的にプログラム等に参加し公園の多様な魅力を知る】
本公園では、豊かな自然の中で、身体を動かす、自然を観察するといったプログラム
を市⺠団体との協働で年間を通じて継続的に実施しています。今後、さらに音楽や飲食・
物販などを楽しめるイベントを開催する予定です。こうしたプログラムに参加していた
だき、新たな公園の楽しみ方を見つけていただくとともに、開催者や他の参加者との交
流も楽しんでいただきたいと考えています。
・自然観察会：一年を通した「相模原みどりの風(自然観察指
導員相模原連絡会)」と連携した観察会（年 10 回程度）
・ノルディックウォーキング：「さがみはらスポーツレクリエ
ーションの会」と連携した体験教室（年 10 回程度）
・【新規】市⺠⾳楽祭の開催：夏に地域の音楽団体等と連携
し、洋風庭園で夜間ライトアップと夕涼みコンサートをパ
市⺠⾳楽祭
ッケージにした音楽祭を開催
・【新規】地域団体と連携したサービスの提供：土日を中心にグリーンハウスのカフェ
スペースを活用し、地元福祉団体、商店組合、大学等、地域や近隣施設と連携して、
飲食物販をイベント的に実施。グリーンハウス入口周辺では、飲食系のケータリング
カーを配置し、週替わりで様々な飲食を提供。

【花と緑に触れ合い公園の彩りづくりに参加する】
花を「見る」から、「植える」「育てる」へ、公園づくりや緑化推進に参加する初めの
一歩になっていただけるような、気軽に参加できる「参加型プログラム」を充実します。
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・【新規】世代間交流のユニバーサル花壇づくり：これまで
の保育園児に加え、新たに高齢者、障がい者など、多様な
人々に参加していただき、花壇作りを通じて、交流と相互
理解を図るプログラムを「みんなの花壇」等で展開
・寄せ植えコンテストの実施：子供から大人、高齢者まで幅広
く花や緑に親しむことを目的に開催している寄せ植えコン ユニバーサル花壇づくりイメージ
テストを実施
・手ぶら寄せ植え体験：園芸初心者
でも気軽に参加できる寄せ植え体
験教室の実施
・山野草寄せ植え教室：
：山野草の
特色や育て方を学ぶ教室の実施
世代を超えて楽しめる
子ども活け花教室
・子ども生け花教室と作品発表会等：
寄せ植えコンテスト
子ども向けの生け花教室を実施し、作品発表の場を設定
【参加する側からプログラムなどを提供する側へ（フレンズ制度の活用）】
公園を知り、親しみ、
「もっと関わりたい！やってみたい！」と思ってくださる方々
へ、「大規模イベントへの出演や出店」「プログラムを提供している市⺠団体への加
入」などに加え、「新規のイベント等の企画立案のた
めの情報提供」などのサポートを行い、「フレンズ」
として公園で活動する個人や団体を増やし、公園や地
域を活性化します。また公園の「フレンズ」が増えて
きた段階で、各団体等の交流会、合同イベント等を行
い、より有機的な県⺠協働活動を進めていきます。
・「フレンズ」交流合同発表会：花壇づくり、工作教室、
自然観察、演奏活動等、「フレンズ」活動団体が一堂
フレンズ交流会イメージ
に会し活動の体験、紹介、交流を実施

■子育て支援の充実【充実】
公園でのみどりや花とのふれあいや人々との交流を通じて、子供たち、そして子育て
に携わる親の皆様の心にも花を咲かせていただけるよう、子育て支援プログラムやサー
ビスを充実させます。（⇒グリーンハウスでの子育て支援については、計画書４(２)アを参照）
・植育・親子プログラム
花と土に触れ心を育む「地元保育園
等による花壇づくり」
等による花壇づくり」、木と直接触れ
合い自分に挑戦する「子供体験ツリー
子供体験ツリー
クライミング」、絆を深める「親子寄
「親子寄
クライミング」
せ植えコンテスト」、さらに「親子で
せ植えコンテスト」
「親子で
楽しむ自然観察会」、「子供生け花教
楽しむ自然観察会」
保育園児による花壇づくり
ツリークライミング
室（再掲）」等を展開していきます。
・相談先の明確化
「公園管理事務所」、グリーンハウス内「緑の相談コーナ
ー」を相談拠点に位置付け、授乳室等の施設や親子を対象と
したイベント案内等を総合的に行うほか、園内マップや施設
に「相談所」ということがわかるサインを掲示するとともに、
子育て支援対応として
巡回中のスタッフも施設への案内等を積極的に行います。
連携する売店
各拠点では、スタッフによる施設案内や必要に応じた相
談対応、売店と連携し粉ミルク用のお湯の提供、紙おむつ等の販売を実施します。
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（イ）魅力ある景観を活かす緑の情報発信
■公園ナビステーションにおける緑の普及啓発機能の強化
・公園ナビステーションは、次の３つの機能を重視し運営

学習の場：公園施設情報の提供、自然情報の展示、自然観察会レクチャー等の実施
活動拠点：一般休憩、雨天時等の一時退避場所、ボランティアのミーティングスペース
緑のアーカイブ機能：県立都市公園や公園緑地等資料の収集保存

・平成 29 年に設置した県立都市公園等の資料を収集整理するグリーンアーカイブスの
資料書庫スペースの拡充
・みどりの中で体を動かす楽しさのきっかけづくりとして、気軽に自身の健康チェッ
クが行えるよう血圧計、体脂肪計測器を配置

（⇒グリーンハウスにおける緑の普及啓発については、計画書４(２)アを参照）

■多様な講座の開催【拡充】
・花とみどりに触れ学ぶ講座・人材育成
これまで外部講師を招聘し、年 10 回程度実施してきた緑化講座に加え、今後は、緑の
相談員による園内ガイドを月１回程度実施します。また、講師から参加者へのレクチャ
ー形式に加え、「自らデザインした花壇づくり」イベント等、参加者の自発性、独創性
を支援するプログラムも進めていきます。
・神奈川県造園業協会と連携した造園技術者養成
公園内の日本庭園「衆遊の庭」を造園技術者の養成の場として活用し、県造園業協会
と連携して補修等の研修会を実施。研修の様子を一般の方にも公開し、より積極的な緑
の普及啓発に努めます。
（ウ）年間を通じた園内全体の利用活性化に向けた取組の展開
■繁忙期における円滑な利用促進
春秋の花や気候の良い時期には、来園者の円滑な利用のための安全確保（例：混雑し
た芝生広場での激しい運動や大面積を利用した活動の制限等の利用指導）等を図ります。
また、園内各所の見どころを強化するとともに、見どころ（春季の新緑、四季折々の
花壇等の花、秋期の紅葉等）を SNS 等も活用して紹介し、分散利用を促進します。
≪利用分散のための取組：公園の隠れた名所の活用≫
「緑の街」地区での花の見どころ創出
・「緑の街」の建物を活かし、ハンギングバスケットによる魅力的な景観の創出
・周辺医療機関と連携し園芸療法の場として活用している小さな花壇の花修景の充実
「せせらぎの園（親水ゾーン）」地区の活用に向けた取組
・湿生植物が繁茂するエリアは、刈り残しをするなど、生態系の保全を図り、水鳥や
生き物の観察フィールドとして充実
・水辺遊びコーナーにおける、ケータリング等での飲食サービスの提供、水生生物の
観察会や調査体験会の実施による利用促進
■夏季、冬季、雨天の利用促進・園内有効活用（閑散期対応）
本公園では主に夏季、冬季、雨天が閑散期となっています。季
節やニーズに合わせたプログラム・サービスを提供し、閑散期の
利用促進及び施設有効活用に努めます。
夏季：夜間ライトアップ・夕涼みコンサート（真夏の夜のファンタジ
ア等）、グリーンハウスの夜間開放・夜間ガイドの実施、せせらぎの
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園での親水コーナー・日陰コーナーの設置
冬季：室内（グリーンハウス）での植物紹介展示、花に囲まれたコンサート開催
雨天：団体利用（遠足等）時の研修室やグリーンハウスの貸出

（エ）新しい生活様式に応じた取組
いわゆるウィズコロナの状況下の中で、公園は地域住⺠の憩いと健康づくりの場とし
て重要性が高まり本公園でも多くの利用がありました。感染防止対策を講じつつ、本公
園のもつ“みどりの力”を最大限発揮できるよう取り組みます。
ステージ１ 平常時
これまでの提案を確実に
実施

ステージ２

感染対策を講じた
利用促進

感染防止対策を講じつつ、公園の魅
力を発揮するプログラムの実施

ステージ３ 緊急事態宣言等
密を回避した公園利用の提案

■ひとりで学べる「セルフガイド」による周遊（ステージ３でも実施）
じまんの樹・知っておきたい樹の選定とマップ化：ＮＰＯ法人みどりのお医者さんと
連携して選定した樹木を巡るセルフガイドマップの配布
オリジナル図鑑：公園で活動するボランティア団体や大学の協力のもと作成した野鳥と蝶
の図鑑を販売（１冊 300 円（実費程度））し、自然とのふれあい活動をサポート
スマートフォンスタンプラリー：園内の見どころにＱＲコードの案内看板を設置し、
スマートフォンで情報及びスタンプを集めるセルフツアーを実施
■動画による“花とみどりの楽しみ”配信（ステージ３でも実施）
館⻑による温室内の見どころとなっている花等の紹介や、公園で過去に行われた園芸教
室等の動画を配信し、家にいながらにして、公園の花やみどりを楽しみ、園芸を学べる環境
を提供しています。

■感染症対策の徹底
ステージ２、３においては、３密回避の呼びかけ、手指消毒の促進、窓口等での飛沫対策
やイベント時の連絡先把握等の感染防止対策を徹底します。（⇒計画書９（２）アを参照）
（２）有料施設における利用者増及びサービス向上に資する事業の実施方針、内容
有料施設の運営にあたっては、利用者ニーズを的確に把握し、利用者サービスの向上
を図るとともに、効率的に運営し、できる限り収益をあげることで、事業収益を公園の
維持管理経費に充当し、県の効率的な行政運営にも貢献します。
ア グリーンハウス（条例別表第５の有料公園施設）
緑の情報発信機能を担う重要な施設として、植物に興味がない人から高度な内容を求める
人まで、それぞれが楽しみ、学べる多様なニーズに応じた展示やプログラムを展開します。

■グリーンハウスにおける緑の普及啓発機能の強化
緑の相談コーナーをグリーンハウス内に移設し、室内緑化植物や熱帯植物について
気軽に相談できる雰囲気づくりを行い、グリーンハウスの利用を促進します（緑の相談
コーナーでは、電話やメールでの問い合わせにも対応）。
平成 29 年度にグループ代表が設置したグリーンアーカイブス資料を一部移設・拡充
し、気軽に閲覧できる図書コーナーを設置し、絵本や図鑑などの子供向けの図書も揃え、
大人から子供まで、みどりについて、学習できる環境を整備します。
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新規 グリーンハウスでの子育て支援
室内で楽しめる貴重な空間であるため、休憩スポット及び雨
天や夏の遊び場として活用します。
取組例：子供コーナーの設置（マットを敷き、グリーンアーカイブ
スの子供用図書を配架）／子供用トイレ(便座)の設置／授乳ス
ペース（継続）
子供コーナーのイメージ
■【拡充】熱帯温室の見どころづくり
・熱帯温室では、これまで展示替えが困難であった熱帯植物園を、一部花壇的に植え替
え可能な形で、年間を通じて変化を持たせる管理を実施
・熱帯の花や果実による華やかさや乾燥地帯の特異な植物の
生態を伝えるとともに、インパクトのある植物や寄せ植え
を使った撮影スポットの設置、スタッフによる解説を実施
・熱帯植物に関する冬のクイズラリーや真夏の温室のナイ
トツアー等、植物を楽しみながら学べるイベントを開催
グリーンハウス内の展示

■アトリウム、ギャラリー、展望室、グリーンシアターの活用
アトリウム：引き続き、無料区域として開放し、トルコギキョウ・
ラン・サツキ展など季節に応じた特別展を開催し、植物への興
味が少ない人も興味を持つような彩り豊かな展示を実施
ギャラリー：市⺠の方の自然を題材にした写真や絵画等の作品
発表の場として活用
展望室：フランス風庭園全体を臨むことのできる場所であり、
パネルによる庭園解説をするとともに、フランス風庭園の
歴史や特徴を紹介するリーフレットを作成し配架。また、ク
リスマスやハロウィンの衣装貸出等楽しいフォトスポット
として利用していただけるような工夫を実施
グリーンシアター：多様な花緑関連ビデオの上映を行うととも
に、興行場法の範囲内で学校や団体による自主講座、コン
サート等を実施

花の展覧会の様子

⻘山学院の学生による落語

イ 駐車場
利用促進に係る取組と駐車場の花修景等により駐車場の稼働率向上を図ります。
■キャッシュレス化など多機能な駐車場機器の導入による利便性の向上
・感染症対策（接触機会の低減）、利便性向上の観点から、電子マネーや交通系ＩＣカー
ドなどでの決済や高額紙幣での支払い可能な精算機を設置
・職員不在時でも精算機付属のインターフォンにより、利用者がコンタクトセンターにア
クセスでき、リモートで減免手続きや緊急時の対応を実施
■閑散期の利用促進
駐車場周辺の花の見どころづくりにより、見通し等の安全性を確保しながら、季節感
あふれる花で演出等をすることで、車で訪れる人を楽しませます。
■繁忙期やイベント開催時における対応
混雑時には、誘導スタッフを配置し、空きスペースへ円滑に車を誘導するなど、混雑
緩和措置を取ります。最寄り駅からの見どころスポットを紹介したハイキングルートマ
ップを作成し、徒歩や自転車での利用を促進することで混雑緩和を図ります。
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■【新規】SNS を活用した混雑緩和対策
SNS を活用して、駐車場の利用状況についてリアルタイムの情報を
発信します。また、⻑年の経験と実績に基づいた「駐車場混雑予想カ
レンダー」を作成し、公園ホームページに掲載し、更なる混雑緩和を
図ります。
SNS による駐車場情報発信
ウ 自動販売機
利用者サービスの向上や夏期の熱中症対策のため、利用の多いエリアを中心に自動販
売機を設置します。
■実施概要
駐車場、南トイレ、イベント広場、遊具広場休憩所、公園ナビステーション、グリーン
ハウス内
販売品目等
清涼飲料水
設置台数
14 台
営業期間 通年
現金盗難防止のための各種ロック（バーロックやアームロック）を設置／高頻度の現金
事故防止対策 回収の周知／地元警察との連携（情報共有、迅速な通報（被害届）、重点パトロールの
依頼等）／転倒防止対策
災害支援ベンダー（大規模災害発生時に、公園職員の判断で機内の飲料を利用者に無償提供）
／バリアフリー対応（車いすでも購入しやすい機種）
その他各種機能 キャッシュレス対応／自販機横に設置するゴミ箱はきめ細かな分別が可能なリサイ
クル対応のものとし、取組について看板等で PR（県の「プラごみゼロ宣言」に賛同
した取組）
販売場所

（３）多くの利用を図るために行う広報・情報発信の工夫等
本公園は、花や植物が好きな人、子育て世代・家族での利用が多いこと、遠方からの
利用があること、車での来訪が多いことなどの特性があります。効果的に広報を行うた
めに、プログラムや届けたい情報ごとに、ターゲットを明確に設定し、より適切な媒体
を活用します。
各種メディアへの情報提供や交通事業者との連携、ホームページや SNS 等の Web の
積極的活用など、クロスメディア※による効果的な広報により、花とみどりのタイムリー
な情報発信を行っていきます。
※クロスメディア：各種メディアを組み合わせることで弱点を補い広報効果を高める手法
■利用者層（ターゲット）と広報・ＰＲの方法の例
花や植物が好きな人：園芸情報誌への開花情報、イベント情報の掲載
子 育 て 世 代：子育て世代向けのウェブサイトや近隣の幼稚園・保育園への
子育て支援サービスやイベント情報の提供
遠 方 か ら の 利 用 者：集客性の高い大規模イベント情報の SNS 等を活用した拡散
ア 広報・ＰＲ活動の内容
（ア）Web を活用した広報・ＰＲ
ホームページ、SNS 等各種媒体の強み・弱みをよく理解した上で、適切に組み合わ
せ利用することで効果的な広報を実施します。

■ホームページを活用した広報
充実した情報提供が可能であるため、基本的な事項からイベント、施設の開館状況等
のリアルタイム情報等、総合的な情報拠点としてホームページでの情報発信を行います。
■SNS を活用した広報
拡散力が高く、イベントや旬の花など即時性を要する情報発信に活用します。また、
ハッシュタグの活用によりニーズの把握を行います。
・Twitter の活用：イベント、花、お知らせ情報の提供
・【新規】Instagram を活用した公園フォトコンテスト：「＃相模原公園」をつけた投
稿を呼び掛け、拡散によるＰＲ効果を狙うとともに、投稿作品は園内に掲示
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■メールマガジンを活用した広報
登録制であるため、既に獲得したファンや愛好家には取りこぼしなく情報提供を行う
ことができます。
・サカタのタネ会員へのメールマガジン配信：多くの園芸愛好家が登録するメールマガ
ジンに本公園の情報を掲載することで、来園のきっかけを作ります。
■広報素材となるコンテンツづくり
・スタッフによる見ごろの植物や個性的な植物を紹介する動
画配信による来園のきっかけづくり
・グリーンアーカイブス資料収集の一環として、県立都市公園
の歴史等についての語り部動画作成とその配信
動画配信コンテンツ

（イ）広域からの誘客のための広報・ＰＲ

■フィルムコミッションと連携した広報
本公園を知らなかった人や花やみどりに関心の少ない人にもアプローチできるため、
ドラマや映画等での露出強化をします。また、ロケマップの作成・配布により、公園が
舞台となった作品と撮影場所をまとめて紹介します。
■プレスリリースの活用
発信したい情報やターゲットに適した媒体を選択することで、効果的な情報発信を行
うことができます。
・テレビ、ラジオ、新聞、情報誌、ガイドブック等への情報提供、掲載依頼
■同じフランス風庭園を有する公園との広報連携
同様の関心を有する利用者を取り込むため、首都圏近郊のフランス風庭園（強羅公園、
新宿御苑等）との広報連携、パンフレット相互配架を行います。
（ウ）地域ネットワークを活かした広報・ＰＲ
■紙媒体を使用した広報
Web にアクセスできない人にも情報提供を行うことができます。また更新の頻度を
・「公園だより」の発行：相模原市麻溝地区近隣施設協議会（本公
園も所属）がイベントや季節情報を掲載。市立総合体育館や市⺠
市立総合体育館や市⺠
撮影の様子
健康文化センターのほか、神奈中バスの車内
神奈中バスの車内にも配架（月１回発
健康文化センター
神奈中バスの車内
行：各 2,500 部配布）
・県、市が発行する広報誌への掲載
公園だより
■近隣施設・団体・交通機関との連携
・【新規】相模原市観光協会との相互ＰＲ：グリーンハウス内での相模原市観光 PR ア
ンテナショップの設置等
・【新規】小田急グループと連携した広報：小田急線駅やバス車内での広告掲示、小田
急が発行する情報誌での掲載により幅広いエリアへの広報を強化
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実績

小田急電鉄との連携協定締結

令和３年３月に、小田急電鉄(株)と、沿線の公園

を対象とした「公園の魅力向上と公園を活用した

まちづくりに関する連携協定」を締結し、

①公園の魅力向上と公園を活用したまちづくり
②公園を含めたまちの魅力発信、

を連携して取り組んでいくことし、公園の魅力向上

や地域の活性化、ＰＲなどの魅力発信を行い、地域
に貢献していくこととしています。

（エ）スケールメリット活かした広報・ＰＲ
・県立公園全体を対象とした公募型のフォトコンテストを実施し、入賞作品を紹介する写真
展を公園・病院などで開催（公益法人としての取組） （⇒詳細は計画書 11(３)イを参照）
・グループ代表が管理する公園やビジターセンターの紹介、イベント情報、開花情報等
をまとめたフリーペーパー公園情報誌「かながわパークナビ」（年２回発行）を県内
の公園・公共施設に配架
イ 公園利用者数の目標値

■各年度の公園利用者数目標
（人）
令和４年度
令和 5 年度
令和６年度
令和７年度
令和８年度
769,000
773,000
777,000
781,000
785,000
地元相模原市の高齢化・人口減少の傾向：相模原市人口ビジョン（H28）によると、2015
年（国勢調査）の相模原市の人口は、722,949 人であり、2019 年をピークに減少傾向
に転じるとされています。また、年少人口や生産年齢人口は減少傾向、高齢者人口は
増加傾向にあり、今後も同様の傾向が継続すると予測されています。
本公園の状況：本公園の利用者の約６割が市内在住者であり、日常的な利用の下支えと
なっているため、相模原市の人口動向等を踏まえると、利用者数の増は困難な状況が
みこまれます。
目標値の設定の考え方：以上のような社会的情勢を踏まえつつ、公園の魅力アップや、
広報・ＰＲ活動等の利用促進方策により、広域からの集客も図ることにより、平成 27
年度から令和元年度までの年間利用者数平均 766,000 人から、今後 5 年間で約 2.5％
増（令和 8 年度 785,000 人）を目指します。
【計画書 4】令和４年度事業内容
】令和４年度事業内容
１．公園の特性や利用状況、新しい生活様式などの社会状況に応じて、多くの利用を図
るために実施する事業
年間イベント計画は、別紙のとおり取組みます
（ア）心の花壇づくり
・「やってみたい」をサポートする体制（フレンズ制度）を創設します
・市民音楽祭の開催に向け調整します
・グリーンハウスのカフェスペースを活用し、様々な団体との連携や「フレンズ（制
度）」の受入れにより「グリーンハウスチャレンジカフェ（仮称）」
「グリーンハウスチャレンジカフェ（仮称）」を開催します
「グリーンハウスチャレンジカフェ（仮称）」
・世代間交流のユニバーサル花壇づくりにについて、団体等との意見調整を行います
・売店と連携した子育て支援について検討します
・その他、記載の内容で実施します
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（イ）魅力ある景観を活かす緑の情報発信
・「自らデザインした花壇づくり」など参加者の自発性を支援するプログラムについ
て検討します。その他、記載の内容で実施します
（ウ）年間を通じた園内全体の利用活性化に向けた取組
・せせらぎの園においてケータリング等での飲食サービスについて検討します
・その他、記載の内容で実施します
（エ）新しい生活様式に応じた取組
・温室の見どころ情報など、動画配信を拡充します
・スマートフォンスタンプラリー実施に向け検討します
・その他、記載の内容で実施します
２．有料施設における利用者増及びサービス向上に資する事業
（ア）グリーンハウス
・無料エリアへの子供コーナー新設や子供用トイレ便座設置など子育て支援を充実し
ます
・撮影スポットの設置と冬のクイズラリー、夏の温室ナイトツアーを実施します
・その他、記載の内容で実施します
（イ）駐車場
・SNS の活用によるリアルタイムの情報配信と、混雑予想カレンダーを作成しホーム
ページに掲載します
（ウ）自動販売機
・自動販売機は園内 14 か所に設置運営します
3．多くの利用を図るために行う広報・情報発信の工夫等
ターゲットを明確にし、クロスメディアによる効果的な広報を実施します
（ア～ウ）広報・PR 活動の内容
・Instagram を活用したフォトコンテストについて検討します
・公園が舞台となった作品や撮影場所をまとめたロケマップを作成し配布します
・首都圏近郊のフランス風庭園とのパンフレット相互配架に取組みます
・相模原市観光協会との相互 PR の実施とグリーンハウス内でのアンテナショップ設
置について調整します
・小田急が発行する情報誌や駅やバスへの広告掲示など小田急グループと連携した広
報に取組みます
・その他、記載の内容で実施します
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計画書５「自主事業の内容等」
（１）公園の特性をより効果的に活かすために行う自主事業の内容等
本公園は豊かな自然等魅力に富んでいますが、周辺に飲食店や物販施設が少ないこと
から、利用者の利便性の向上や更なる滞在促進のため、レストラン、売店、キッチンカ
ーを運営します。各施設に花とみどりの中でゆったりと過ごせ、自然の良さを体験でき
るよう、花の装飾を行う等、緑化普及にもつなげていきます。
また、公園のオリジナルグッズの販売や、新しい生活様式に則した公園利用を促進す
るため、ワ―ケーショングッズの貸し出しサービスも実施します。なお、収益について
は、公益財団法人として、緑の普及や公園の魅力向上等の公益事業に還元します。
各事業の料金設定については、⺠間も含めた同様の施設、近隣施設などの料金や減免
方策も考慮した上で、公の施設として相応の料金を設定し、県津久井治水センターの許
可を得て実施します。
ア 売店（レストラン）・キッチンカー
休憩・くつろぎの場を提供するとともに、「一日中公園を楽しめ
るように」をコンセプトに管理事務所前の売店（レストラン）を運
営します。また、施設をプランター等の花で飾り、緑化普及にもつ
なげていきます。なお、イベント時や繁忙時には、キッチンカーに
よる出店を実施します。
提供品目
営業時間
事業の実施
体制・留意
事項等
安全衛生管
理
大規模災害
時の対応
事業者選定
にあたっての
留意点

レストラン

【売店】カレーライス、ヤキソバ、唐揚げ、フライドポテト、おでん、肉まんじゅう、ソフトクリーム、コーヒー、
ビール、子育て支援用品（おむつ、粉ミルク等）【キッチンカー】地元商店等の飲食物
【売店】10:00〜16:00（ただし平日に定休日を設ける）【キッチンカー】イベント等に合わせて営業
店舗やキッチンカーの運営は、専門業者へ業務委託しますが、グループ代表が業者を指導監督し、利
用者サービスの向上を図ります。

店舗やキッチンカーへの食品衛生責任者の配置や所管保健所の営業許可等、食品衛生法を遵守さ
せ、安全な食品を提供します。
店舗毎に食品衛生責任者の配置／保健所の許可（飲食店営業許可等）、消防署への届出
（防⽕対象物使用開始届）等の適切な実施／新型コロナウイルス感染防止対策の徹底に係る指
導監督（⇒詳細は計画書９（２）ア（イ）を参照）
災害発生時には、帰宅困難者や避難者を対象に飲食物の無償提供を実施／店舗スタッフも災害
時には公園スタッフと協働で災害対応を実施
暴⼒団排除条例や労働関係法令等を遵守し、社会保険料や事業税等を適切に納付している者か
ら選定／県内企業、地元の商工会等を優先的に活用する等、地域と連携した運営を実施／キッチンカー
は、的屋等、反社会的勢⼒対策として定めた「県⽴都市公園等における催事等の出店規約」に沿って選定

イ グリーンハウス内カフェスペース
土日を中心にカフェのスペースを活用し、地元福祉団体、商店組合、
大学等、地域や近隣施設と連携しながら、飲食物販をイベント的に実
施します。
飲食物のイベント的販売
運 営 体
制・留意
事項等

的屋等、反社会的勢⼒対策等として定めている「県⽴都市公園等における催事等の出店規約」に
加え、公園で活動する団体等を募集する際に定める「フレンズ提案実施要綱（仮称）」において出
店目的、運営⽅法等を定め、本公園の管理運営⽅針に沿った出店を指導・監督します。
・新型コロナウイルス感染防止対策の徹底に係る指導監督
（⇒詳細は計画書９（２）ア（イ）を参照）

ウ オリジナルグッズの販売
地元物産、相模原公園の鳥と蝶の図鑑
や公園発生材を活用したどんぐり煎餅等のオリジナルグッズを販売します。

エ ワーケーション利用促進のためのレンタルサービス
モバイルル
ーター、充電器の貸し出しを行い、新しい生活様式に応じた公園の活用を図
ります。
販売物の例

（オリジナル図鑑）
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【計画書 5】令和４年度事業内容
】令和４年度事業内容
１．公園の特性をより効果的に活かすために行う自主事業の内容
県津久井治水センターと協議、許可申請のうえ実施します。
（ア）売店（レストラン）・キッチンカー
・管理事務所前に引続き売店を運営し、イベントや繁忙期のキッチンカー出店につい
て調整します
（イ）グリーンハウス内カフェスペース
・様々な団体との連携や「フレンズ（制度）」の受入れにより「グリーンハウスチャ
「グリーンハウスチャ
レンジカフェ（仮称）」を開催します
レンジカフェ（仮称）」
（ウ）オリジナルグッズ販売
・管理事務所及びグリーンハウスで地元物産や図鑑、カレンダー、オリジナルグッズ
等を販売します
（エ）ワーケーション利用促進のためのレンタルサービス
・グリーンハウスで充電器貸出し及び WiFi 接続を試行で提供します
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計画書６「利用料金の設定・減免の考え方」
（１）利用料金の設定（有料施設がある場合のみ）
ア グリーンハウス
■利用料金制度の趣旨・内容を踏まえた施設運営における利用料金の考え方
平成 27 年度から、グリーンハウスについて、無料区域を拡大すること等によって、
来館者の増加を図り、さらに有料区域への誘導に努めることで、グリーンハウスの利用
促進と活性化を目指し、利用料金の減額を実施しました。引き続き、同様の料金設定とす
ることに加え、企画等を充実させることで利用促進・活性化を図ります。料金設定については
県津久井治水センターの許可を得て実施します。
■利用料金を徴収する施設及びその料金設定（時間、期間）の考え方
これまでの実績を踏まえ、今後も利用料金はこれまでと同様とし、通年、ワンコイン
で入場しやすい下表の料金を設定します。
区 分
個人（20 歳以上 65 歳未満の者）※1
個人（20 歳未満の者及び学生） ※2
個人（65 歳以上の者及び高校生）
熱帯温室
利用料金
20 人以上の団体（20 歳以上 65 歳未満の者）※1
20 人以上の団体（20 歳未満の者及び学生） ※2
20 人以上の団体（65 歳以上の者及び高校生）
※1 学生及び高校生を除く。 ※2 高校生、65 歳以上の者を除く

単位
１人１回
１人１回
１人１回
１人１回
１人１回
１人１回

利用料金
100 円
100 円
100 円
100 円
100 円
100 円

上限額
260 円
210 円
100 円
210 円
160 円
100 円

イ 中央駐車場
駐車場の料金設定は、⺠間も含めた同様の施設の料金も考慮したうえで公の施設とし
て相応の金額とし、県津久井治水センターの許可を得て実施します。
期間
台数
中央
駐車場

通

年

時間

6:00〜20：00

大型車 5 台・普通車 282 台（うち身障者用 8 台・EV 充電用 3 台）・二輪 10 台

大型車
普通車
二輪車
（ ）内は土日祝日
利用
2 時間以内
310 円（1,020 円）
100 円（310 円）
料金
無料
2 時間を超え 3 時時間以内
460 円（1,530 円）
150 円（460 円）
3 時間以上閉門まで
610 円（2,040 円）
200 円（610 円）
※駐車料金、減免対象の他、駐車場管理の基準については、「相模原公園駐車場管理基準」を作成し、
同基準に基づき管理します。
・駐車場は機械化し、出入庫管理や精算等を委託
実施体制
・委託事業者の指導監督及び場内清掃や繁忙期の誘導等の現場対応を直営で実施
・売上金収納管理、釣銭補充、機械の点検・修繕、職員不在時の機械を通した減免対応
業務委託内容
等
指導監督方法 ・日々の売上報告、機械の点検状況等について監督、必要に応じて、指導を実施
区別

ウ 自動販売機
自動販売機については、専門業者へ設置管理及びフルオペレートを委託し、販売
品目や防犯対策、省エネ等について適切に指導します。料金設定は、⺠間も含めた
同様の施設の料金も考慮したうえで公の施設として相応の金額とし、県津久井治水
センターの許可を得て実施します。
販売価格
実施体制
業務委託内容
指導監督方法

飲 料 80 円〜220 円程度（カップ、缶、ペットボトルなど）
アイス 140 円〜200 円程度
専門業者へ設置管理及びフルオペレートを委託
商品補充、品質管理、容器回収、売上金収納管理、釣銭補充、機器修繕、事件や事故
発生時(機器破損等)の対応
販売品目、防犯対策、省エネ等について監督し必要に応じて指導／月次売上報告、機
器の点検状況等について監督し、必要に応じて指導
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（２）減免の考え方
減免については、事業の公益性の高さや行政目的を考慮し減免の対象を決定します
が、一方で一般の利用者に対して不公平とならないよう配慮します。
ア グリーンハウス
料金の減免については、施設特性、利用特性に応じた独自の減免規程を設け、県都市
公園条例第 36 条に基づき、県の承認を得て行います。障害者や社会福祉団体、教育機
関及びその関係団体が行う児童生徒を対象とした利用については全額免除とします。
イ 駐車場
・全額免除の対象
(1)社会福祉事業を展開する社会福祉法人等非営利団体が事業のため利用する場合
(2)義務教育諸学校、高等学校、幼稚園及び保育所の児童又は生徒が、学校の教育活動として利用する場合
(3)地域的な市⺠組織が公共的目的で社会、体育活動を公園で行うため利用する場合
減免
(4)国、県、市町村が行政目的のために主催する行事等の関係団体が利用する場合
対象
(5)身体障がい（児）者、知的障がい（児）者、精神障がい者が利用する場合
(6)公共的団体が公共の用に供するために公園を利用する場合
・５割免除の対象
(1)電気自動車で駐車場を利用する場合で、神奈川県産業労働局産業部エネルギー課が発行する
『神奈川県電気自動車認定カード』を提示した場合
※駐車料金、減免対象の他、駐車場管理の基準については、「相模原公園駐車場管理基準」を作成し、
県津久井治水センターの許可を得て、同基準に基づき管理します。

ウ 自動販売機
減免はありません。但し、大規模災害発生時に、公園職員の判断で機内の飲料を
滞留者や避難者に対し無償で提供します。
【計画書６
【計画書６】令和４年度事業内容
・県津久井治水センターに許可を受け、記載の内容で実施します。
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計画書７「利用者対応・サービス向上の取組」

（１）接客や利用者との対話、公園利用ルールの利用者への助言、指導等の考え方

ア 基本的な接客や利用者との対話の考え方
子供から高齢者、障がい者、外国人等、誰もが安心・安全・快適に公園
を利用していただけるよう、スタッフ全員が以下に掲げるおもてなし五
箇条を理解・実践し、利用者との双方向コミュニケーションを重視したホ
スピタリティ溢れる接客をします。
これにより、公園利用者がこの公園を利用して「本当に良かった」と
公園スタッフユニフォーム
思える接客を目指します。
また、本公園では、魅力ある景観づくり、特に花に力を入れていることから、その日
の花の情報を全職員が共有し、利用者の案内を行います。さらには、県⺠の皆様の「公
園で何かをやってみたい」という気持ちをサポートするために、広報 PR を行うととも
に、案内時にも声掛けを行い「花とみどりの豊かなパークライフ第２章」の実現に向け
取り組んでいきます。

おもてなし五箇条
笑
顔：常に明るく笑顔で応対します。
挨
拶：お客様に積極的に挨拶をします。
身だしなみ：ユニフォームを着用し、名札を見やすい位置につけ、お客様に声をかけていただきやすいよ
う、身だしなみを清潔に保ちます。
誠
実：問合わせや苦情には、相手の気持ちに寄り添い、誠意をもって応対します。
カ イ ゼ ン：お客様との対話を通じて利用者ニーズを把握し、サービス向上につなげます。

イ 接客や利用者との対話の具体的な取組

■【新規】利用案内の手引き（仮称）の作成
本公園の基本情報、利用ルール、施設の利用案内、花の見どころ情報、周辺情報、交
通案内等、利用者から聞かれることが多い事項を記載した手引きを作成し、全職員が携
帯します。接客対応の際には、記載内容をもとに全職員が共通した認識で対応します。
■おもてなしバッグの携帯
コミュニケーションボード、公園パンフレット、近隣観光マップ、飲料水、救急セッ
ト、ゴミ袋、公園利用案内の手引き（仮称）をいれた「おもてなしバッグ」を携帯し、
様々な対応に備えます。

■窓口での対応
本公園では管理事務所のほか、グリーンハウス、せせらぎ園の各拠点に職員を配置
し、情報提供を行います。情報提供にあたっては、隣接する市立施設等の情報も併せて
ご案内します。また、相模原市観光協会と連携し、市内観光情報のパンフレット配布や
各種情報提供も行います。

■電話やメールでの対応
花の開花状況、隣接施設の利用に関すること、学校等の遠足利用、園内での各種撮影
希望に関する問合せが多いため、事務所内に施設利用状況表や問合せマニュアルを掲
示し、問い合わせに対して迅速に答えられるようにします。

■情報の共有による利用者サービスの向上
日々の朝礼や情報伝達ツール（事務所内の情報ボード、連絡ノート）、所内会議（月
2 回）を活用してイベントや見どころ、維持管理作業計画等の公園に関する様々な最新
情報に加え、利用者からの要望やご意見についてスタッフ全員で共有するとともに、よ
り良い改善策を話し合い、サービスの更なる向上につなげていきます。遺失物に関して
は、管理台帳によりスタッフ間で情報を共有し、「施設占有者のしおり（神奈川県警察
本部）」に則り適切に処理します。
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■ユニバーサルなサービスの提供
子供から高齢者、障がい者、外国人等、誰もが安心・安全・快適に公園を利用してい
ただけるよう、ユニバーサルなサービスを提供します。（⇒詳細は計画書 7(3)を参照）
ウ 公園利用ルールの利用者への助言、指導等の考え方
すべての利用者が公平・公正に気持ちよく公園を利用していただけるよう、条例や
規則に違反している場合や危険な行為、他の利用者の迷惑となる行為等はもとより、
本公園では犬の立ち入り制限エリアの設定、無許可でのドローン使用禁止等の措置を
とります。また、利用者相互の安全確保として、新型コロナウイルス感染拡大防止対
策のためのルールを策定しました。
（⇒詳細は計画書９（２）を参照）
■利用ルールの策定
条例や規則等に規定された利用ルール以外に、利用者間の調整等のために策定が必要
なルールについては、利用者や利用団体等から多様な意見を聴取し、県津久井治水セン
ターとも協議したうえで、公平・公正な利用ルールを策定します。
利用ルールの主な項目
項目
利用マナーの向上

施設の適正な利用方法
受動喫煙に関するルール
園内の自然環境の保全
新型コロナウイルス対策

主な指導内容
ポイ捨て・火遊び・車等の乗り入れ・破壊行為・立入禁止区域への侵
入・ドローンの使用等の禁止、犬のリード着用
遊具、ドッグラン等
健康増進法及び神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づい
た屋外での配慮及び特定の施設における禁煙
動植物採取の禁止、保全区域（こもれびの径樹林の一部）への立ち入り
制限等
マスク着用、消毒の徹底、ソーシャルディスタンスの確保等

実績 犬の立入範囲の設定（独自ルール）

相模原公園では、犬連れの利用者の方々が多く見られます。芝生
広場では、犬の立入制限区域を設け、好まない方との共存を図って
おり、利用者の理解も進んでいます。
犬の立入制限区域を示す杭

■利用ルールの周知等
これらの利用ルールはピクトグラムを用いるなどの工夫をしながら、園内看板、ホー
ムページ、パンフレット等で広く周知します。対面でルールを説明する際は、複数での
対応を基本とし、相手の立場、気持ちに配慮して対応します。
エ マニュアルの整備や研修によるスキルの向上

ホスピタリティ溢れる接客をするため、接遇マニュアルの整備と研修を行います。
■接遇マニュアルの整備
言葉づかいから身だしなみ、電話対応、クレーム対応まで、接客対応に必要な内容が
網羅された接遇マニュアルをグループ代表本部で整備しています。
■研修の実施
接遇研修
日常の接遇チ
ェック
花の知識に関
する研修
ロールプレイ
ング研修
ユニバーサル
研修

・接遇マニュアルをもとに接遇研修（新規採用時及び年 1 回）
・朝礼時の挨拶唱和、身だしなみチェック（毎日）
・接遇マニュアル内のチェック表を用いた実施状況の確認（月 1 回）
・他公園を含めた苦情データベースや公園モニター結果の情報共有（随時）
・花に関する質問に答えられるよう、専門知識を有するサカタのタネグリーンサー
ビス（株）のスタッフを講師として園芸植物の知識に関する研修を実施（年 1 回）
・利用指導や苦情対応については、より細やかな対応ができるよう、実際の場面を
想定したロールプレイング研修を導入（年 1 回）
受付スタッフはユニバーサルなサービスを推進するため次の研修を受講
・グループ代表本部が実施する手話講習会（講師：神奈川県聴覚障害者連盟）
・相模原市が実施する認知症サポーター養成講座
・グループ代表本部が実施する車椅子・視覚障がい者等の誘導を学ぶ研修（講師：
神奈川県障害者自立生活支援センター）
・神奈川県が実施する心のバリアフリー推進員養成講座
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（２）サービス向上のために行う利用者ニーズ・苦情の把握及びその内容の事業等への
反映の仕組み等
公園を利用されている方のみならず、これから公園を利用する可能性のある潜在的利
用者を含め、「①ニーズや苦情を的確に把握」「②分析」のうえ、「③運営を改善」す
ることで、「④利用者満足度の向上、新規利用者の獲得」を図ります。

苦情・要望データベースの構築

グループ代表では、専用のデータベースソフトを用いて、グループ代表が管理する公園の苦情や要
望等の対応事例を蓄積しています。対応事例をニーズの分析に活用するとともに、事例を蓄積して
いき、全公園の対応力向上を図ります。

実績 利用者ニーズをふまえた運営改善の具体例
芝生広場の安
全利用の促進
グリーンハウ
ス内案内サイ
ンの改善

常設アンケート等で芝生広場において犬のリードを外してしまう利用者がおり、
危険を感じるとの意見を受け、パトロール強化（特に朝と夕方）
、園内注意喚起放
送と園内掲示の対応を行った。苦情件数は、令和元年度は 5 件で令和２年度は 1
件となった。
館内装飾方法、案内サインの不統一性からトロピカルガーデンへの入口が分かり
ずらい状況であった。その為館内装飾の整理、誘導サインの新設を行った。
トロピカルガーデン入場者数令和元年 10 月 1700 人、令和２年 10 月 2900 人
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（３）外国人、障がい者、高齢者等誰もが円滑に施設利用するための、コミュニケーシ
ョンにおける工夫及び必要に応じた支援の方針
外国の方への多言語での対応に取り組むほか、「ともに生きる社会かながわ憲章」の
趣旨を踏まえ、障害者差別解消法に基づく障がい者への合理的配慮、高齢者への配慮、
子育て世代が安全・快適に利用できる環境を整え、ユニバーサルな対応を推進します。
バリアフリー対応の状況やユニバーサルな対応の内容はホームページやパンフレット、
園内看板等で情報提供します。
また、公園利用者や外部の専門家との対話や意見聴取の機会を積極的に設け、常にサ
ービスの改善に努めます。
ア 外国人利用者への対応
近くにアメリカ陸軍基地であるキャンプ座間もあ
り、本公園では外国人の利用が日常的に見られます。
次の取組により、
外国人にとってわかりやすく、快適・
ピクトグラムの例
自動翻訳機
安全な利用環境を提供するとともに、
かながわ国際交
流財団と連携した外国人モニターのチェック
流財団と連携した外国人モニターのチェックにより、利用環境の向上に努めます。
と連携した外国人モニターのチェック

利用案内：JIS 規格に準じたピクトグラムによる案内を設置／ホームページ、パンフレット、標識類
の４ヶ国語言語対応（ＱＲコードを活用）／翻訳機器や翻訳アプリの導入／英語コミュニ
ケーションボードの設置／公共交通機関の多言語案内の配布／パークセンター内にフリ
ーWiFi を設置／かながわ国際交流財団が作成した「やさしい日本語でコミュニケーショ
ン」を参考に「やさしい日本語」を用いた各種案内の導入
安全確保：作業時の制札や立入禁止区域の多言語表記と「やさしい日本語」表記

イ 障がい者への対応
合理的配慮により、障がいのある方（身体、知的、精神、心身の機能障害等）とその
家族、支援者、介助者等が利用しやすいサービスを提供し、心のバリアフリーを念頭に
おいた利用者対応に努めます。
■物理的環境への配慮

パークセンターで車いすの貸出／バリアフリーマップの提供／園内への車両乗入れ対応／身体障が
い者向けサービスの周知／車いす利用者の目線を意識した花壇や展示の作成
■意思疎通の配慮
視

覚：点字の案内看板、パンフレットの導入／読み上げ機能に配慮したホームページの運用／神奈
川県「色使いのガイドライン」に則った園内掲示物や配布物の作成
聴 覚：手話講習会受講職員による対応／コミュニケーションボードの設置／筆談対応／電話以外の
問合わせツールの用意（ホームページ、メール、FAX）
その他：「ほじょ犬マーク」の表示／知的障害者等との会話は、ゆっくり、丁寧に対応／障害者の支
援者、介助者等も含めた丁寧な対応

ウ 高齢者への対応
本公園の近隣には高齢者福祉施設が点在し、施設での団体来園が多いため、園内への
車両乗入れ対応等により、高齢者が利用しやすい環境を整えます。
車いすの貸出／園内への車両乗り入れ対応／認知症サポーター養成講座を受講した職員による対応
／パークセンターでの老眼鏡、ルーペの貸出

車両乗り入れの配慮：ハナショウブの見ごろ時期やグリーンハウスの展示期間などには、
事前の調整と安全に配慮しつつ、高齢者や障がい者団体の車両の園内乗り入れを可能に
しています。
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エ 子育て世代への対応
遊具広場を中心に親子連れの利用が多く見られます。誰もが楽しめる公園として、授
乳室等の子育て支援施設や子供向けイベントの案内等を行う子育て支援相談拠点を設置
するなど、子育て支援策を充実します。
子育て支援相談拠点の設置／売店と連携した調乳用温水の提供、おむつ等のグッズ販売／掲示物への
ルビ振り

（４）神奈川県手話言語条例への対応
神奈川県手話言語条例の制定を受け、グループ代表本部において職員研修として手話
職員研修として手話
講習会を開催し、受講した職員を窓口に配置するほか、コミュニケーションボードの活
講習会を開催
用や筆談や大きな声で対応する用意ができていることを示す「耳マーク」をパークセン
ターに掲示します。手話を使いやすい環境をつくるため、朝礼、月例会議で手話の反復
練習を行うほか、利用者への手話の普及啓発
利用者への手話の普及啓発に取り組みます。
利用者への手話の普及啓発
職員への教育
手話の使用環境、
聴覚障がい者の
利用環境向上
手話の普及啓発

・手話講習会の開催（年１回）
・手話の反復練習の実施（朝礼、月例会議）
・手話講習会を受講した職員による応対
・コミュニケーションツール（コミュニケーションボード）を設置
・電話以外の問い合わせツールの用意（メール、FAX）
・公園利用者向け手話講習会の開催
・手話自然観察会の開催
・手話による絵本読み聞かせ会の開催

提案内容の実現に向けたバックアップ体制
■本部のバックアップ体制

グループ代表本部では、接遇対応や手話の普及等を推進する担当部署を設けており、
各種研修やクレーム対応のバックアップ体制を整えています。

■公益事業としての予算の充当
ピクトグラムの設置や点字パンフレット、4 か国語対応のホームページ導入等にあた
り、指定管理料のほか、グループ代表の公益事業の独自財源「SDGｓ推進事業積立資
産」を充当して予算を確保します。
【計画書７
【計画書７】令和４年度事業内容
１．接客や利用者との対話、公園利用ルールの利用者への助言、指導等
（ア）基本的な接客や利用者との対話
・「おもてなし五箇条」を事務室内に掲出するほか、朝礼や定例会議での周知及び「利
用案内の手引き（仮称）」に掲載し実践します
（イ）接客や利用者との対話の具体的取組
・「利用案内の手引き（仮称）」作成し、職員の携帯を推進します。また、屋外で利
用促進活動する職員へのおもてなしバッグの携帯を徹底します
・その他、記載の内容で実施します
（ウ）公園利用ルールの利用者への助言、指導等
・記載の内容で実施します
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（エ）マニュアルの整備や研修によるスキルの向上
・接遇マニュアルの整備のほか、記載の研修等に取組みます
２．サービスの向上のために行う利用者ニーズ・苦情の把握及びその内容の事業等への
反映の仕組み
・苦情、要望データベースを構築し、記載の内容で実施します。
３．外国人、障がい者、高齢者等誰もが円滑に施設利用するための、コミュニケーショ
ンにおける工夫及び必要に応じた支援
（ア）外国人利用者への対応
・かながわ国際交流財団と連携した外国人モニターのチェックについて本部と調整し
ます
・ピクトグラムによる案内の設置及び HP やパンフレット、標識類への 4 か国言語対
応について検討します
・翻訳機や翻訳アプリを導入し対応するほか、記載の内容で実施します
（イ）障がい者への対応
・点字案内看板等の導入に向けた検討を行うほか、記載の内容で実施します
（ウ）高齢者への対応
・認知症サポーター養成講座の受講を推進します。
・管理事務所とグリーンハウスでの老眼鏡、ルーペの貸出しをするほか、記載の内容
で実施します
（エ）子育て世代への対応
・売店と連携した調乳用温水の提供や、おむつ等のグッズ販売について調整や、展示
物へのルビ振りを実施します
４．神奈川県手話言語条例への対応
・職員研修として手話講習会開催、朝礼等による反復練習を実施します
・公園利用者向けの手話普及啓発プログラムの実施に向け調整します
・その他、記載の内容で実施します
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計画書８ 「日常の事故防止、緊急時の対応 」
（１）指定管理業務を行う際の公園の特性を踏まえた事故防止等の取組内容
日常の事故防止においては、想定されるリスクを事前に管理し、リスクの発生による
損失を回避し、不利益を最小限におさえる「リスクマネジメント」の考え方を取り入れ、
リスク抽出、分析・対策立案、実行、再評価により事故の未然防止を図ります。
リスク抽出
業務上のリスク洗い出し
利用者・職員の視点の採用
過去の事故、ヒヤリハット履歴確認

リスク分析・対策
緊急度に応じたリスク分析
急を要す事案への即時対応
⻑期的な対応への暫定措置、県
協議

本公園の特性を踏まえた主なリスクと対策

樹林地、草地等の環境への対応 多様な利用者への対応
特
性
リ
ス
ク

対
策

業務への反映と研修
対応結果のハザードマップへの反映
事故・不祥事防止会議、ミーティング
リスクマネジメント研修による意識
向上

水害への対応

せせらぎの園は
樹林に囲まれ人通りの少ない箇
親子、犬連れ、障がい
3m 未 満 の 浸 水
所がある／樹木の成熟化、高木
者など多様な利用者
化がみられる／広大な芝地、草
想定／噴水周辺
がある
地での管理作業
の排水が悪い
増水による人
死角となるエリアでの事故／倒 遊具利用時の事故／
身・施設被害／
木による人身被害、土砂流出／ 犬との噛傷事故／障
排水不良による
刈払いによる飛散物
がい者の負傷事故
滑り転倒
重点箇所設定した日々のパトロ
ールの実施／樹林地管理基本計
画に基づく健全育成／枯損木の
早期発見と除去／作業の事前周
知／荒天時の作業回避／飛散防
止具の使用

利用ルールの設定と
周知（犬ゾーンの設定
等）／遊具点検／障が
い者等への配慮

施設老朽化への対応
施設（一部遊具やグ
リーンハウス内設
備等）の老朽化
動作不良による人
身事故／剥がれ、
発火等による事故

施設専任チームを
浸水予想箇所の
中心とした保守点
立入制限措置／
検／⻑寿命化を図
ポンプの点検、
るためのメンテナ
堆積物除去
ンスサイクル

ア 事故防止の体制
園⻑を危機管理責任者とした園内体制及びグループ代表本部の支援体制を確立する
とともに、関係機関や地域と連携した体制強化、情報共有、巡視の徹底等により事故
の未然防止を図ります。
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■事故不祥事防止会議
グループ代表本部及び各園⻑等で構成し、これまでの公園管理ノウハウと事故やヒヤリハ
ット事例をもとに事故情報の共有と再発防止策を検討・実施しています（原則月１回）
■定例 4 主任会議・毎朝の作業前ミーティング等
月２回、園⻑・副園⻑・公園管理主任・作業主任による会議を開催
し、各月の作業計画や作業内容に応じた安全管理事項の確認、他公
園での事故事例の共有等を行い、リスクマネジメントへの意識向上
に努めています。
■地域の関係機関（市町村、自治会、警察、消防、学校等）との連携
犯罪や事故情報に関する情報の共有やイベント等の開催情報の共有を図り、地元の警
察や消防、学校、自治会と顔の見える関係を構築します。
相模原市麻溝地区近隣施設協議会

本公園と近隣施設（市立麻溝公園、体育館、プール、女子
美術大学）で「相模原市麻溝地区近隣施設協議会」を構成しています。本協議会では、月１回の意見
交換会や日常的な情報交換により相互の事故・防犯情報を共有しています。特に麻溝公園との境界
部での事故は、相互に即時対応できるようにしています。

イ 具体的な事故防止の取組
（ア）施設別の安全対策

日頃の巡視点検を安全管理の基本ととらえ、点検と連動した速やかな安全対策を行います。

(⇒詳細は計画書３ (２)を参照)

■“慣れ”と“見落とし”を防ぐ工夫
遊具広場やせせらぎの園等を毎日異なる職員が巡視することや逆回りの巡視など、普
段の点検の慣れと見落としを防ぎます。
■「全園一⻫施設点検パトロール」
グループ代表の公園管理運営士資格を有する
公園管理運営士資格を有する職員による施設点検を行い（年１回）、
公園管理運営士資格を有する
その結果を公園職員と共有し、改善策をともに考え、実行します。
主な施設
遊具

安全管理のための具体策
・遊具点検スタッフによる毎日の安全点検と月 1 回の打診等による点検及び専門業者による
年１回の定期点検を実施し、点検や修繕の記録は履歴書を作成し更新
・異常時は利用を中止し専門業者に精密点検や修理を依頼
・年１回、全公園のスタッフを対象とした遊具点検に関わる研修会を開催
・利用する側でも安全な遊び方が認識できるよう、絵や図を取り入れた解説板を設置
せせらぎの ・「せせらぎの園」は相模原市の浸水（内水）ハザードマップにおいて浸水想定区域（0.2m
園（親水ゾ
以上 0.5ｍ未満）に指定されていることから、県津久井治水センターや相模原市と調整を
ーン）や水
図りながら、増水時のロープ等による立入禁止措置、園内放送による気象情報の周知を実
遊び場
施
・鋭利な物が水底にないか、滑る箇所がないか等点検、定期的な清掃
・利用の状況に応じた指導員の配置、子供への遊び方の指導と見守り
グリーン
・温室ガラスの定期的な目視点検
ハウス
・通路の点検、雨天時のフロアースリップ防止の清掃、降雪時のスリップ防止マットの設置
・暖房施設や空調施設など各種設備の修繕履歴等を踏まえた日常点検、定期点検の徹底と早
期修繕
園路・
・園路広場の不陸、陥没、段差の有無、木柵、ベンチ、デッキの腐食等点検
広場
・丸太階段の横木や杭木の腐朽、手すり部分のボルトの緩みなどを重点的に点検
・転倒防止のため、大雨後・大雪後の土砂や落ち葉の清掃、除雪を速やかに実施
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（イ）日常作業の安全確保
■来園者に対する安全確保
作業時間の配慮
作業エリアの確保
来園者への周知
農薬使用の軽減と
適正使用
データベース化

・来園者の多い土日祝日や子供の多い時間帯の作業、近隣へ
の騒音防止のための早朝作業の抑制
ロータリー式
・明るい時間帯での作業エリア安全確認、小石等の飛散リスクが低
刈払機
い刈払機の使用徹底、小石の飛散等が起きる可能性のある
機械作業にあたっては、来園者が作業エリアに立ち入らないように立入禁止措置
・作業場所、作業内容等を看板等で来園者に事前周知
・農薬の使用は、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」、「病虫害雑
草防除基準」に基づき安全管理のもとで実施
・類似事故防止のため事故情報データベース化による施設間の情報共有

■作業員の安全確保
作業前 ：道具・体調のチェック、計画の作成・共有

・体調や作業内容、適切な服装や保護具の確認、視覚環境の確認（明るく見通しがきくか）
・熱中症防止のため、熱中症指数計の携行や暑さ指数（WBGT）を加味した作業計画の作
成（作業環境が悪い場合の事前中止や延期を含む）、水分補給、空調作業服導入の促進

作業中 ：確実な保護具着用、周辺安全確認

・労働安全衛生法に基づく適切な保護具（保護メガネ、安全靴、プロテクター）の着用
・作業内容に応じた監視役の配置や適切な休憩

・スズメバチ対策（トラップ設置、ポイズンリムーバー、駆除スプレーの携帯、スズメバチ
のアレルギー検査の受診等）の実施

作業後 ：ふりかえり、次回への反映

・ヒヤリハットの確認と次回作業への反映、適切な現場の片付け、後処理

■ルールの徹底のための抜き打ち検査
日々の安全確認に加え、安全管理が適切に履行され
ているかを確認するため、年 2 回協会本部職員等が抜
き打ちで検査を行います。
ウ 防犯対策
（ア）園内での具体的な防犯対策

空調作業服

職員の熱中症対策と
してファンのついた
空調作業服の導入を
促進

死角となる箇所での犯罪防止、施設へのいたずら防止等のため、毎日のパトロールを
基本に、園内掲示や放送、警察との連携により防犯対策を講じます。

■パトロールの充実強化 日常パトロールや園内利用者からの情報により、園内の樹林
地や生垣の見通し確保、園路灯の点灯チェック、トイレ周辺等の死角を減少します。
重点パトロール箇所
毎日の巡視で特に重視する視点
具体的な施設・場所

・不審物、不審者の有無、痕跡確認 、施設の破損、落書き等

「授乳スペース」「みんなのトイレ」「森の木展望台」「緑の街」
「水道道園路」「こもれびの径樹林内」

■犯罪の起こりにくい環境づくり
死角の除去
落書き等の早期発見・早期対応

■緊急時の迅速対応確保
情報伝達の迅速化
緊急車両対応

・樹林地等における園路沿いの死角となる茂みの除去
・落書き、施設破損、不法投棄、放置自転車などの早期発見
・早期対応
・園路にサインポストを設置し、事故現場の位置情報の伝達に活用
・警察や消防車両の進入路の支障物除去
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（イ）地域と一体となった防犯対策
■公園の活性化による防犯
来園者への積極的な声掛けなどで、顔の見える関係を築くとともに、隣接する市立公
園や体育館施設等の運営者と連携し、相模原公園内及び周辺も含め情報共有化やパトロ
ールを行い、広域的な防犯対策も行っていきます。
ボランティア等で公園の管理運営に参加いただくなど、地域に見守ってもらえる公園
とし、犯罪を防止します。
■ボランティアとの連携
本公園では、植物管理や清掃管理において多くの地域団体、住⺠が⻑年にわたりボランティ
アとして活動しています。活動を通じて得られた犯罪・事故防止に関する情報は日々の交流を
通じて共有するほか、活動報告書に記録してもらい管理に反映しています。
子ども 110 番の家

子供や女性、地域住⺠が何らかの犯罪被害に遭いそうになって助けを求めてき

た場合などに、その人を保護するとともに、警察署、近隣小中学校、家族等へ連絡する等の措置を行う「子
ども 110 番の家」に登録し、地域防犯の一翼を担います。

エ 防火対策
・消防法に基づく「消防計画」を建物施設の災害対応マニュアルとして活用
・建物施設が改変された場合等には必要に応じて計画の見直しの実施
・たばこの投げ捨て禁止や喫煙マナーの周知等、火気禁止のルール徹底
・定期的な消防設備の点検、日頃から電気製品及び周辺環境の整備(漏電防止の徹底)を
行うとともに、必要に応じて消防署の指導を受けるほか、消防署の指導のもと消防訓
練を実施
・不審者情報があった場合は必要に応じて巡視強化、警察への巡視要請

オ 安全管理のマニュアル等の整備
職員全員が安全管理の意識を共有し、一貫した対応とチェック体制を構築するため、
次のようなマニュアルを整備しています。
相模原公園安全管理マニュアル：安全管理の基礎となるマニュアル（事故発生時の対応手順、各職員
の役割、必要備品の保管数と場所、関係者連絡先等を記載）
施設点検パトロール実施要領：全職員が共有すべき点検方法をまとめたマニュアル（点検の視点（園
路、柵、遊具、樹木等）を記載）
各種マップの整備：園内巡視マップ（パトロール図）／危険個所マップ（ハザードマップ）
遊具点検チェックリスト：遊具ごとの構造、点検箇所をリスト化
各施設点検マニュアル：噴水、循環式流れ、グリーンハウス空調機器類の点検マニュアル
園内作業のマニュアル：草刈り、伐木等、作業種に応じた「作業手順書」／噴水、流れ施設等の「作業
手順書」／過去に発生した事故に繋がりかねない事象をまとめた「ヒヤリハット事例集」

カ 安全管理を確実に実行するための研修等
労働災害防止、安全と健康の確保のため、労働安全衛生法に基づき、安全衛生推進者
を配置するとともに、OJT から外部研修まで、職員の意識や技能向上のための研修を行
います。
新規採用職員へ
の教育と日々の
取組
定期的な研修
必要に応じた外
部研修の受講

・新規に職員を採用する際には、労働安全衛生法に基づき安全衛生教育を実施
・毎日の朝礼で事故防止を唱和
・熱中症対策として、熱中症用の熱中症対策応急キットの用意と使い方を学習
・リスクマネジメントなどの安全研修を本公園で年 4 回実施
・園⻑・作業主任を対象とした全体安全管理研修を協会本部で年１回実施
・危険予知訓練（ＫＹＴ）を定期的に実施、遊具点検に関わる研修会を年１回実施
・職員は、農薬の安全講習会、遊具の安全点検講習、特別教育等が必要な作業（刈
払機、振動工具、チェーンソー、丸のこ、研削といし取扱等）の講習を受講
・危険物取扱、食品衛生責任者はその作業をする職員全員が専門機関の講習を受講
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（２）樹林地の過密化や巨木化等に起因する災害を未然に防止する点検等の考え方
相模原公園は開園から 40 年以上が経過しており、全体的に樹木の成熟化・高木化が進
んでいます。こうした状況を踏まえ、日常の巡視において、園路沿いや広場付近など、
来園者の安全確保が重要な箇所を中心に、枯損木や枯れ枝の状況や病虫害の状況を確認
し、必要に応じて、県津久井治水センターと協議しながら、伐採や樹木医による診断、
病害虫防除等を速やかに行っています。
今後も、日々の巡視や状況に応じた安全対策
日々の巡視や状況に応じた安全対策を徹底するとともに、台風シーズンの前
台風シーズンの前
日々の巡視や状況に応じた安全対策
には、集中的な点検を行い、災害の未然防止に努めます。
には、集中的な点検
日常の点検と対応

集中的な点検と対応

・広場内及び園路沿いの樹木で枝折れや倒木 ・近年巨大化する台風等に備え、特に法面エリ
の危険性がある樹木をチェック
ア（水道道、⻄駐車場、こもれびの径樹林エ
・危険な生物（スズメバチ等）の目撃情報の収
リア）やメタセコイア並木を重点に間伐や
集、早期発見・早期対処
枝落としを実施
・危険な生物と対処を学ぶ研修実施
・枯損木や枯枝の発生等重点的にパトロール
・防犯上の観点から、見通しの悪くなったエリ
アの樹木間伐

持続可能なメタセコイア並木等の維持管理(計画書３再掲)

樹林地での災害を未然に防止するためには、計画的な管理による健全な樹林の育成が重要となり
ます。そのため、当グループでは、以下のとおり重点的な維持管理を行います。
・こもれびの径エリア周辺樹林地の管理計画策定と計画的な樹林地管理
・持続可能なメタセコイア並木の維持管理（⇒詳細は計画書３（４）ア・イを参照）

（３）事故・不祥事等の緊急事態が発生した場合や安全管理の妨げとなりうる事案を認知した際の
対応方針（対応方針には、利用者に外国人や障がい者、高齢者が含まれていた場合を含む）
事故・不祥事等の発生時には、人命を最優先として「クライシスマネジメント」の考
え方を取り入れ、被害の最小化、二次被害防止、速やかな報告・情報共有、復旧等事後対
応、再発防止対策まで確実な業務フローにより対応します。
準備段階
事案対応段階
回復段階
職員の対応能力確保（資格取得・研修）
関係機関との連絡体制構築
対応訓練の実施

迅速な初期対応
二次被害防止措置
関係機関へ連絡・報告

容体確認、施設復旧
事例の共有（会議、事例集）
再発防止対策検討・実施

ア 事故発生時 （利用者の安全確保）
・迅速な初期対応により人命を最優先とした対策を実施
・事故を認知した時点で、職員が救急キット等を携帯して現場へ急行し、傷病者の応急措置
を行うとともに、必要に応じて、救急車等の緊急車両の要請と車両進入路を確保
・二次災害防止のため、事故現場の立入禁止措置等を実施
・応急措置後、速やかに県津久井治水センター及びグループ代表本部に報告し対応について協議
・夜間等、職員不在時は委託警備員と連携し、緊急連絡網により情報伝達し、状況に応
じて緊急参集
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イ 事故後の対応（情報連絡・事後対応）
・事故・不祥事等が発生した場合は、速やかな県への第１報、その後の状況に応じ「事
故・不祥事に関する報告書」により、随時、適切に報告
・各公園に「再発防止会議」を設置し、事故原因の究明、再発防止対策の検討を行いグ
ループ代表本部に報告するとともに、公園の全職員に周知
・重要な事故等については、事故不祥事防止会議に加え、グループ代表本部に「事故対
策委員会」を設置し、対応方策、原因究明、再発防止対策、職員への啓発等について
協議（必要に応じグループ構成企業と情報共有）

ウ 安全管理の妨げとなりうる事案への対応
犯罪予告、不審物や不審者等、公園の安全な利用の妨げとなりうる事案については、
内容に応じ関係機関とも連携し、夜間等職員不在時も含め迅速な対応を図ります。
犯罪予告

・速やかに県津久井治水センターに報告後、警察等へ通報、相談
・巡回の強化、利用者の避難誘導、施設の保全、記者発表やマスコミ対応について、県津
久井治水センターと調整を図りながら対応

脅迫や不当
な要求
不審物や不
審者情報

・複数名で対応し、記録・警察等への通報など役割分担しながら毅然とした態度で対応
・状況に応じて、グループ代表の顧問弁護士や警察へ相談
・速やかに県津久井治水センターへ報告後、巡視の強化
・不審者を確認した際は速やかに県に追加報告と相談をし警察へ通報
・不審物の場合は、現場の安全確保を優先し、県への報告と相談後、警察や消防へ通報
・不審者と思しき方への対応は人権に配慮し慎重に対応

本公園での具体な対応例：本公園は多くの利用者がいる中で、トイレ周辺をうろつく、
職員や他の利用者への威圧的な言動を繰り返すなど、不審な行動が見られる方もいま
す。そうした方がいた際には、背丈や服装等の特徴を職員間での情報共有を第一
職員間での情報共有を第一に、毎
職員間での情報共有を第一
日のパトロールや窓口対応に反映させています。
エ 外国人、障がい者、高齢者が含まれていた場合の対応
事故発生時等における外国人等の対応についても、通常の利用者対応と同様に、コミュ
ニケーション方法や物理的な配慮が必要です。このため安全管理上の配慮が必要なケース
を想定した対応やコミュニケーションツールの活用、救護スペース等の確保を図ります。
■安全管理上の配慮が必要な事項
想定するケース
歩行が困難

情報伝達が困難

いつもと違う状況へ
の不安、混乱

対象者
対応内容
高齢者、車椅子使用者、義足・ ■バリアフリーマップを活用した段差の少な
人工関節使用者、視覚障害
い園路の案内、誘導
者、内部障害者、妊婦等
■貸出用車いすの提供 ■避難時の職員同行
聴覚障害、言語障害
■筆談、コミュニケーションボードの活用
■注意喚起のチラシにはピクトグラムを掲載
高齢者、子供、外国人
■自動翻訳機、「やさしい日本語」の活用
知的障害、精神障害、発達障害

■落ち着いた声で、ゆっくりとした会話

■多言語や「やさしい日本語」の活用
来園前に注意を呼び掛けるＳＮ
元の日本語
やさしい日本語
Ｓや現地の立入規制看板等に、多
こちらにおかけください
ここに 座って ください
言語表記や「やさしい日本語」を
直ちに避難してください
今すぐ 逃げて ください
活用し、事故防止につながる情報
倒木による危険個所があ 木が倒れています。危ないので
アクセシビリティの向上を図り
り立入禁止
入ることは できません。
ます。また、（一財）自治体国際
化協会が提供する「災害時多言語情報作成ツール」も活用します。
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災害時多言語情報作成ツールの活用 緊急で掲示等が必要に
なった場合等には、（財）自治体国際化協会が提供する「災害
時多言語情報作成ツール」を活用し、「やさしい日本語」を含
め、多言語の標示を行います。“救護所”を伝える「やさしい日本語」

と多言語表示の例

■避難の補助、救護スペースの確保等
車椅子に加え、車椅子牽引補助装置
車椅子牽引補助装置を導入し、歩行が困難な利用者の
車椅子牽引補助装置
避難、移動を支援します。また、管理事務所の一角を救護スペースとし
て確保し、簡易ベッド等を常備します。
オ 不祥事事案（個人情報の流出、利用者等に対する傷害等）を認知した際の対応
■①不祥事防止策の徹底➡②発生時の迅速かつ誠実な対応➡③再発防止策
①組織として、日頃から研修などを通じて職員への不祥事防止の意識醸成を行うととも
に、法令やグループ代表/当協会の「協会が保有する個人情報の扱いに関するガイド
ライン」など各種規程やガイドラインに基づき適切に業務を遂行することを徹底
②不祥事が発生した場合は、すぐに被害の拡大防止と状況の把握を行うとともに、組織
として責任と誠意を持って、役割分担しながら、被害を受けた方への連絡と謝罪、県
への報告と早急な対応策の実施、警察やマスコミ対応などを行う。また、被害者の損
害についても誠意を持って対応
③その後は再発防止に向けて、原因の究明や対策の検討等、組織として業務への反映や
改善
【計画書８
【計画書８】令和４年度事業内容
１．指定管理業務を行う際の公園の特性を踏まえた事故防止等の取組み
・「リスクマネジメント」の考え方を取入れ、本公園の特性と課題を踏まえた対策に
より事故の未然防止を図ります
（ア）事故防止の体制
・「相模原公園における事故防止・防犯対策等の実施体制」により事故の未然防止を
図ります
（イ）具体的な事故防止の取組み
・公園管理運営士の職員による「全園一斉施設点検パトロール」を実施します
・日常作業の安全確保のため、協会本部職員による安全管理が適切に履行されている
かを確認する抜き打ち検査を実施します
・その他、記載の内容で実施します
（ウ）防犯対策
・公園を含む地域防犯のため「こども１１０番の家」に登録するほか、記載の内容で
実施します
（エ）防火対策
・「消防計画」を災害対応マニュアルとして活用するほか、定期的な消防設備点検や
日常的な電化製品等の環境整備、消防訓練を実施します
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（オ）安全管理のマニュアル等の整備
・安全管理マニュアルの内容充実のほか、記載の内容で実施します
（カ）安全管理を確実に実行するための研修等
・安全衛生推進者を配置し、OJT、外部研修など職員の意識や技術の向上のための研
修を記載のとおり実施します
２．樹林地の過密化や巨木化等に起因する災害を未然に防止する点検等
・日常の点検や必要に応じた樹木診断、台風シーズン前の集中点検等を行い、状況に
より、伐採や枝おろし、立ち入り禁止処置を講じます。
・「こもれびの径エリア周辺樹林地の管理基本計画」「持続可能なメタセコイア並木
の維持管理（樹木委員会）」を基に樹林地での災害を未然防止するための健全な樹
林育成に努めます。その他、記載の内容で実施します
３．事故不祥事の緊急事態が発生した場合や安全管理の妨げとなりうる事案を認知し
た際の対応（利用者に外国人や障がい者、高齢者が含まれていた場合を含む）
・人命を最優先として「クライシスマネジメント」の考え方を取入れ、業務フローに
より対応します
（ア～イ）事故発生時（利用者の安全確保）、事故後の対応（情報連絡・事後対応）を
確実に実施
・人命を最優先とした迅速な初期対応を行い、記載のフローのとおり実施します
・重要な事故については、事故不祥事防止会議に加え、グループ代表本部に「事故対
策委員会」を設置し、原因究明や再発防止対策に努めます
（ウ）安全管理の妨げとなりうる事案への対応
・犯罪予告、脅迫や不当要求、不審物や不審者情報など、公園の安全な利用の妨げに
なる事案については、県津久井治水センターに報告・相談し、状況により警察や消
防への通報やグループ代表の顧問弁護士に相談します
（エ）事故発生時に外国人や障がい者、高齢者が含まれていた場合
・車いすの提供などの物理的な配慮や、コミュニケーションツールの活用、救護スペ
ース確保など、記載の内容で取組みます
・（財）自治体国際化協会が提供している「災害時多言語情報ツール」や「やさしい
日本語」の活用に努めます
・車いす牽引補助装置の導入と管理事務所に救護用簡易ベッドを常備します
（オ）不祥事事案（個人情報の流出、利用者等に対する傷害等）を認知した際の対応
・不祥事防止策の徹底、発生時の迅速かつ誠実な対応、再発防止策に記載のとおり取
組みます
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計画書９「急病人及び新型コロナウイルス等への対応」
（１）急病人等が生じた場合の対応
公園内で急病人やけが人が生じた場合には、「安全管理マニュアル」に従い迅速に対
応します。職員が病人の状況を把握した上で、病院や消防に連絡するほか、必要に応じ
て心肺蘇生やＡＥＤの利用などの応急措置を施します。
全職員が冷静に急病人に対応できるよう、定期的な教育・訓練を行って技術習得とス
キルアップを図ります。
ア 急病人が生じた場合の具体的対応

■対応の流れ
状況確認

※事象ごとの対応は別表記載
応急手当

救急要請

報告

現場に急行

意識がない場合は心肺

必要に応じて要請

県津久井治水センター

傷病人の容体確認

蘇生、AED の活用

進入経路の確保

グループ代表本部

■主な傷病人対応の具体例
傷病の事象

対 応

園路等での転倒（歩行時、自転車利用時） 打撲・擦傷等症状の確認と応急処置
蜂刺され

患部の毒抜きや軟膏薬の塗布、症状により医療機関への搬送

犬との噛傷事故

裂傷等症状の確認と応急処置、状況により医療機関への搬送

熱中症

施設異常を伴う場合

濡れタオル、冷却剤等の持参及び屋内、日影への誘導・搬送

異常個所の確認と立入禁止措置等

■近隣医療機関の情報把握と提供
本公園近隣の病院等の連絡先、診療科、休診日や休日診療の有無等を把握し、救急要
請が必要ない場合においても、速やかな情報提供ができるように体制を整えます。

イ 救命に関する職員研修と備え
パート職員を含め、全職員が AED や応急手当に関する知識や技術を取得し、緊急時に
適切に行動できるように以下の講習会等も受講します。
（ア）救命講習の受講

職員はパート職員を含め、普通救命講習
パート職員を含め、普通救命講習を受講
公園管理主任以上の職員は、３年
パート職員を含め、普通救命講習を受講し、公園管理主任以上の職員は、
を受講
公園管理主任以上の職員は、
に１回、上級救命講習を受講
上級救命講習を受講しています。
上級救命講習を受講
普通救命講習：成人への救命処置（心肺蘇生法、AED を用いた
除細動）と、気道異物除去や止血法などの応急手当の講習

上級救命講習：普通救命講習の内容に加え、成人や小児・乳児
への救命処置や応急手当、ファーストエイド（三角巾を用い

た骨折などの外傷救護法や、熱中症・やけどなどへの対応、
事故等での頸椎損傷が疑われる傷病者への頭部保持等）、搬
送法などについて修得

新規 幼児安全法支援員の資格取得
園⻑、副園⻑等が、こどもに起こり
やすい事故の予防と手当について、乳
幼児の一次救命処置（心肺蘇生、AED
を用いた電気ショック（除細動）、気
道異物除去）、こどもの病気と看病の
しかたについて学びます（幼児安全法
支援員の資格取得）。

（イ）防災訓練等におけるＡＥＤ取扱い訓練の実施
年２回実施する防災訓練の中で、避難訓練、消火訓練、ＡＥＤ取扱い訓練等を行い、
パート職員含めた全職員がＡＥＤを操作できるようにしています。
（ウ）AED の確実な配備
管理事務所、グリーンハウス、せせらぎの園に各１台ずつＡＥＤを設置します。また、
救急キットを常備して必要に応じて応急処置を行います。
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（２）新型コロナウイルス等の感染症に対する対応方針

ア 新型コロナコロナウイルス感染症まん延防止のための取組
これまでのコロナ対応では、園内施設の利用制限
利用者・住⺠
やイベント中止など、社会情勢に応じて公園の利用
配慮の理解
形態も刻一刻と変化していきました。また、外出自粛
により公園に人が集中することで近隣住⺠から意見
感染防止対策
が寄せらせることも多くありました。
３つの柱
職員の
施設管理の
コロナウイルス感染症の蔓延防止（発生させな
感染防止
対策徹底
い、拡大させない）はもちろんのこと、公園が市
⺠の身体的・精神的な健康維持活動のための場を
提供する重要な役割を担っているということにも十分留意し、取組を進めています。
具体的には、「施設の管理・運営における対策徹底による利用者の感染防止
施設の管理・運営における対策徹底による利用者の感染防止」
利
施設の管理・運営における対策徹底による利用者の感染防止 はもとより、「利
用者や周辺住⺠の理解促進 」「職員の感染防止」を
感染防止の徹底
」「職員の感染防止」 感染防止対策の柱として、感染防止の徹底
を図りつつ、健康増進と憩いの場としての公園の管理運営を行っています。
を図りつつ、健康増進と憩いの場として
これらの取組は、国や県の取組方針を遵守したうえで、グループ代表が策定した「都市公園等
グループ代表が策定した「都市公園等
における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」により迅速、的確に実施していきます。
における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」
（ア）日常利用における感染防止対策
利用者に協力を促す事項
利用者に協力を促す事

維持管理の対策

■体調が悪い時には利用を控える
■時間、場所を選びゆずりあう
■人と人との間をあける
■小まめな手洗い ■咳エチケット
■接触確認アプリの導入

■遊具、ベンチ、手すり等利用者の接触部
の清掃徹底 ■パークセンター受付等にシ
ート等で飛沫防止 ■車椅子等貸出物品は
速やかに消毒 ■密となる時間帯の情報提
供 ■園内放送での密回避の呼びかけ ■
神奈川県「感染防止対策取組書」の掲示
利用者注意喚起のチラシ掲示写真
（イ）感染防止を徹底するための各施設の管理
各施設共通の対応

グリーンハウス

利用者に協力を促す事項
■発熱等の症状がある場合は利用を控
える
■利用前の手洗い消毒
■人との距離を２ｍ（最低１ｍ）確保
■大きな会話、密接した会話を避ける

維持管理の対策
■入口受付等に手指消毒液を設置
■窓口等に飛沫防止のシート設置
■利用者が列になる部分には距離を示す目
印表示
■人の手が触れる部分の消毒・清掃
■小まめな換気
■緑の相談所コーナーでの面接相談は ■入口に非接触型体温計を設
１回あたり 15 分以内
置
■グリーンシアターは前後左
右１席以
上の間隔
を設ける

ナビステーション

■間隔を空けての展示見学
■換気のため出入り口を常時解放
■テーブル利用時に左右１席以上の間
隔を設ける
研修室
■定員は、研修室（大部屋）最大 20 名、 ■換気のため出入り口を常時解放
（事前申込制）
研修室（小部屋）最大４名
■非接触型体温計の設置
■検温結果、体調を利用当日に報告
■消毒液の設置
■テーブル等利用後の設備消毒
■利用者の体調、連絡先等の把握
■利用ルールを予約時に申込書で周知
遊具・森の木展望 ■利用前後の手洗い
■休憩所は換気のため常時窓を開放
台・クロッカス休憩 ■人との距離を２ｍ（最低１ｍ）確保 ■ベンチに人との距離をとるサイン掲示
（無料休憩所）
■順番待ちのできる展望台階段等に２ｍの
目安となる目印を掲示
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ドッグラン
(会員登録制)

売店・レストラン
キッチンカー

利用者に協力を促す事項
■検温結果、体調を利用当日に報告

維持管理の対策
■管理詰所の換気（毎時２回以上）
■非接触型体温計の設置
■利用者の体調、連絡先等の把握
■利用ルールを予約時に申込書で周知
■本ルールを運営ボランティアと連携し徹底
■委託事業者に「外食業のための事業継続のためのガイドライン」等の関係ガイド
ラインの徹底を指示し運営
■手指消毒液の設置
■会計窓口のシート設置、コイントレーの使用
■密を回避したテーブル配置 ■発熱等の症状がある場合の利用自粛

（ウ）イベント時の対応
■イベント共通の対応

■イベント参加者への検温、風邪等の症状確認 ■接触確認アプリの導入呼びかけ
■参加者の連絡先の把握
■マスク着用、小まめな手洗い消毒の呼びかけ（マスクは熱中症等の対策が必要な場合は除く）
■受付場所や待機場所での密を避ける立ち位置表示
■主催者はイベント前後の不要不急の外出を避ける
※全国的な人の移動を伴うイベント又は参加者が 1,000 人を超えるイベントについては、神奈川県
「新型コロナウイルス感染症コールセンター」に事前相談を行ったうえで実施します。
※イベント参加者数については、国又は神奈川県からの指示に従って制限を設けます。

■個別のイベントにおける対応

観察会等体験イベント（例：自然観察会、公園散歩、ノルディックウォーキング等）
説明や案内等を行う際は拡声器等を使用するなど飛沫の発生、密集・密接を防ぐ
屋内の体験イベント（例：園芸教室等）
共通の対応に加え、室内の常時換気、研修室を使用する場合は利用人数内の定員とする（研修室（大）
20 名、研修室（小）４名）
大規模イベント（春・秋フラワーフェスティバル、しょうぶまつり等）
※多方面から不特定多数の来園が見込まれ、すべての来園者の連絡先把握等が困難であることから当面
の間開催を見合わせています。コロナウイルス感染症の状況を踏まえ開催を検討します。
※グループ代表以外が主催するイベントについては、主催者が感染拡大防止対策を徹底し、確実に履行
できることが明らかな場合に限り開催を認めることとします。

（エ）職員の感染防止対策

体制：■各園の安全衛生責任者（衛生責任者）を感染症予防の責任者とし、職場でのルールの周
知を図る■職員の感染が疑われる場合は保健所に協力し情報提供を行う
対策：■身体的距離の確保、マスク着用、手洗いの徹底■執務室の小まめな換気（毎時２回程
度）■電話、パソコン、工具等の共用の回避や手洗い・手指消毒の徹底
健康状態の確認：■出勤前の体温確認■朝のミーティングでの体調確認■37.5℃以上の発熱があ
る場合は医療機関、保健所等の診断■体調不良時は年休等を取得し自宅療養
働き方：■1 日の出勤は業務上最低人数としジョブローテーションを工夫■ユニフォームの小ま
めな洗濯■⻑時間労働を避ける■時差出勤、テレワークの導入■会議、ミーティング等のマス
ク着用、間隔の確保
休憩スペース等の利用：■対面での食事、会話を控える■常時換気■共用物品の消毒

（オ）利用者の感染が判明した場合の対応

・利用者から感染の報告があった場合は、速やかに県津久井治水センター、県都市公園
課、グループ代表本部に報告
・各施設の感染対策を確認のうえ、利用者が接触した可能性がある場所の消毒等の実施
・保健所等が行う感染経路確認等に情報提供を行い調査に協力
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実績 コロナの対応実績等

春季の桜開花時期の「せせらぎの園」において、感染防止対策として駐車場や園内混雑
の整理・緩和のための警備員を臨時で配置し円滑な利用を図りました。

（カ）コロナ禍における災害時対応
大規模災害発生時には、公園の施設に帰宅困難者等の滞留、パークセンターでの受け
入れが想定されます。県又は市の要請に応じて避難者の受け入れを行う際は、新型コロ
ナウイルス感染症防止に配慮した対応をとります。
受入時
・避難施設の窓口に受付を設け、非接
触型体温計を用いた体温計測、体調
管理シートによる体調の把握を実施
・受付対応する職員は、マスク、手袋
等を着用のうえ、濃厚接触を避ける
ために 15 分以内で交代

専用スペースを設けた受入れ
管理事務所横の研修室を体
調不良者専用スペースと定
め、感染拡大の防止を図りま
す。

物品の備蓄
・非接触型体温計
・マスク
・消毒液
・消毒用手袋
・間仕切り用簡易テント

■車避難者への対応
いわゆるコロナ禍にあっては、密を避けた避難方法として、車での避難者が増加する
ことが予想されます。公園等への車避難では、近隣避難所等の情報が得にくい課題があ
るため、県や相模原市と調整し避難者用に駐車場等を開放することに加え、駐車場に仮
設掲示板等を設置し、情報提供を行います。
イ その他の感染症等の対策
発生が懸念される多様な感染症についても、衛生管理、植栽管理等を徹底し、被害の
防止に努めます。
また、利用者に対し感染症に対する意識向上の啓発を行うとともに、症状や被害が確
認された場合には、関係機関への連絡など迅速に対応します。
想定する感染症等
ノロウイルス

売店、イベント時の
食品出店

蚊媒介感染症
（ジカ熱、デング熱）
鳥インフルエンザ

・調理者の健康管理の徹底、調理者の調理前後・トイレ等時の手洗いの徹底、
調理場所・器具の消毒（次亜塩素酸ナトリウム）や熱湯消毒
・嘔吐等処理の備えとして、処理セット（手袋、ビニール、消毒液等）を常
備
・不要な水たまりをなくす（バケツ、植木鉢、竹の切り株等の水除去）
・注意看板の設置（蚊への対策について注意喚起）
・虫よけスプレーの貸し出し（パークセンター等で貸出用のスプレーを常備）
・通常時：不審死した野鳥を見つけた場合、マスク、使い捨て手袋を装着し
て、死亡した鳥を素手で触らずに密閉し、段ボール箱などに入れ倉庫等に
保管後、行政センターに報告し、指示に従い対応
・県内で発生した場合等：不審死した野鳥を見つけた場合、来園者が触る恐
れがあるため、半径 10m 以上についてできるだけ立ち入り制限処理を行
った後、行政センターに報告、指示に従い対応

48

相模原公園
【計画書９
【計画書９】令和４年度事業内容
１．急病人等が生じた場合の対応
（ア）急病人が生じた場合の具体的対応
・「安全管理マニュアル」に従い、状況確認・応急手当・救急車要請・報告など速や
かに対応します。また近隣医療機関の情報把握と利用者へ情報を提供します
（イ）救命に関する職員研修と備え
・職員は職に応じ上級救命講習又は普通救命講習を受講し、管理事務所、グリーンハ
ウス、せせらぎの園にＡＥＤを配置します。
・園長、副園長等は幼児安全法支援員資格を取得します。その他、記載の内容で実施
します
２．新型コロナウイルス等の感染症に対する対応
（ア）新型コロナウイルス感染症蔓延防止のための取組
・グループ代表が策定した「都市公園等における新型コロナウイルス感染症対策ガイ
ドライン」により迅速に対応します
・日常利用における感染防止対策を徹底した施設管理、イベント時の対応、職員の感
染防止対策は記載の内容のとおり実施します
・利用者の感染が判明した場合には、速やかに県津久井治水センター、県都市公園課、
グループ代表本部に報告し、保健所が行う調査等に協力します
・コロナ禍における災害時の対応として、大規模災害が発生し帰宅困難者等の受入れ
が発生した時には、管理事務所横の研修室を体調不良者専用スペースとして感染拡
大防止を図ります。また車避難のため駐車場等を開放したときは、場内に仮設掲示
板を設置し情報提供を行います
・その他、記載の内容で実施します
（イ）その他の感染症等の対策
・ノロウイルスや蚊媒介感染症、鳥インフルエンザなどの感染症の発生が想定される
ことから記載の対策を講じ、被害が確認された場合には、関係機関への連絡など、
記載の内容で取り組みます
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計画書 10 「災害への対応（事前、発生時）」
（１）異常気象（大雨、台風、熱中症アラート等）への対応方針（事前、初動、発生時、応急復旧時）
異常気象に対しては、公園利用者や関係者（公園内事業者やボランティア活動者等）、
異常気象
周辺住⺠、公園職員の人命を最優先に判断し行動
人命を最優先に判断し行動することを対応方針とします。
人命を最優先に判断し行動
大雨や洪水、台風などの風水害に対しては、県や相模原市の地域防災計画とともに、
グループ代表が作成したマニュアル（「県立都市公園等における災害（地震・風水害）対
「県立都市公園等における災害（地震・風水害）対
策活動指針」）
策活動指針」）に基づき、事前の備え、初動から発生時、解除後の応急復旧・報告の各段
階をタイムラインに沿って、迅速かつ適切に対応します。
ゲリラ豪雨や雷など、リスク出現から被害発生までのリードタイムが極めて短いリス
クについては、情報収集後、速やかに避難誘導等を行います。
熱中症警戒アラートや高温注意報が発表された場合は、公園利用者に園内放送等で注
熱中症警戒アラートや高温注意報
意喚起を促すとともに、作業員の熱中症対策を入念に実施します。
「県立都市公園等における災害（地震・風水害）対策活動指針」 地震・風水害時の体制
表、緊急連絡網、対応フローや活動内容、パトロール重点箇所、災害用備蓄資材の他、防災訓
練や緊急参集訓練の実施内容を記載。日頃から災害への備えを整えています。
ア 台風の接近、大雨洪水に関する対応
■的確な情報収集
テレビや関係機関からの情報、気象庁の「高解像度降水ナウキャスト
高解像度降水ナウキャスト」や相模原市メ
メ
高解像度降水ナウキャスト
ールマガジン「防災」等を活用しリアルタイムな情報収集
ールマガジン「防災」
■タイムラインに沿った具体的な対応（台風の例）
大雨の状況
台風の発生
（３〜５日前）
台風上陸のおそれ
（１〜２日前）

気象情報
台風予報
台風進路予報
大雨・洪水注意報

台風の接近可能性が増 大雨などの
す（１日前〜12時間前） 気象情報の発表
台風の接近
大雨・洪水警報
風雨が徐々に強くなり 避難判断水位到達
始める（６〜12時間前）
風雨が激しくなる
（約３時間前）

公園の対応
・園内ハザードマップの確認・園内の巡視（例：急傾斜
地指定（こもれびの径、水道道園路、⻄駐車場、せせ
らぎの園）、浸水の可能性がある噴水広場）
・飛散の可能性のある物の片づけ（例：花プランター、
園内及び駐車場案内サイン等）
・防災用品の確認、TV・web等で情報収集
・園内放送による注意喚起、屋内退避、帰宅呼びかけ
・園内の巡視（職員への危険が迫っている場合を除く）
必要に応じて、園路・施設等の立入禁止措置 （県津
久井治水センター調整）
・県への報告（警報発表時、状況変化があり次第随時）

土砂災害警戒情報
氾濫危険水位到達
台風の最接近・上陸
記録的短時間大雨
風雨が一層激しくなる
・周辺避難所等との情報共有
情報
数十年に一度の大雨
台風通過後

警報等解除

・園内の巡視（負傷者の確認、施設異常の確認（破損、倒木等））
・県への報告（警報解除時点、被害が確認され次第随時）
・危険個所の立入禁止措置、応急復旧

■体制の整備
・非常事態が予想される場合や県から指示があった場合には、職員の安全を確保したう
えで夜間待機。また、翌日早朝等にパトロールを行い、速やかに県に報告。
また、翌日早朝等にパトロールを行い、速やかに県に報告。
・早朝等勤務時間外に発令された場合には、職員の安全確保、交通機関の状況を考慮し
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ながら必要に応じて園⻑が総括責任者として職員を招集
※異常気象等の災害発生時の体制は、計画書８（１）アの事故防止体制に基づき対応
実績 停電時の電力確保
令和元年に発生した台風 15 号・19 号においては、停電による被害が全国的な課題
となりましたが、本公園においては、直接的な風水害への対策に加え、必要な電源確
保のための対策を講じ業務継続性を担保しました。
電気自動車の配備
と充電の確認
発動発電機の活用
太陽光発電

管理作業車として電源取り出し可能な電気自動車（グループ代表の自主財源で
購入）を配備し、台風接近が予報されているときには特にフル充電
イベント等で使用する発動発電機を停電時の電源としても活用。台風シーズン
前には、燃料の残量を確認し補充
管理事務所に備わっている太陽光発電の活用。毎年電気設備点検にあわせた操
作訓練を実施

■相模原造園協同組合との連携
同組合とは、災害時対応も含めた本公園維持管理業務に関する包括協定を締結してお
り、当グループと連携し、災害発生時は、確実な安全確保、復旧作業を進めます。
イ ゲリラ豪雨や雷等への対応

■情報収集
※アと同様
■利用者への注意喚起等 大雨や雷注意報が発表された場合には、園内放送による注意
喚起、屋内退避等を呼びかけ

ウ 熱中症警戒アラートへの対応
■情報収集 環境省及び気象庁が発表する熱中症警戒アラートの情報収集を官庁 HP や
自治体メールマガジン等で確認。アラートの発表がない場合でも、毎朝暑さ指数
（WBGT）を確認し職員で共有
熱中症応急セット
■事前準備 事前に危険性を確認した場合は氷を多めに 保冷剤、タオル、スポーツドリン
ク（経口補水液）、うちわ等
準備/熱中症応急セットを配備
■利用者への注意喚起等 園内放送により休息や水分補 ※意識障害の疑いがある場合は、
水分は与えない
給の呼びかけ
(⇒職員の熱中症対策は計画書８(１)イ(イ)を参照)
WBGT
熱中症予防運動指数
33℃以上 熱中症警戒アラート発表
31℃以上危険 運動は原則中止
28 〜 31℃ 厳 重
激しい運動は中止
警戒
25〜28℃警戒 積極的に休憩
21〜25℃注意 積極的に水分補給

公園での対応

ジョギング等の運動の自粛を呼び掛け
10〜20 分おきの休憩をとり水分・塩分補給を促す。
体力に自信のない方の運動軽減や中止呼びかけ
水分・塩分補給に加え、激しい運動の場合は 30 分おきに休憩をとる
よう促す
運動の合間に水分・塩分補給を促す

エ その他気象災害への対応
雷注意報が出された場合は、樹木の下や四阿（あずまや）での待機は危険なこと、そ
してグリーンハウス等の建物へ退避するよう、園内放送等で周知を行います。
（２）公園の「震災時対応の考え方」に示す初動体制等への対応

ア 相模原市南区で震度４発生時
■配備体制
地震発生後３０分以内（勤務時間外に発生した場合は、報道による情報収集。被害発生の恐れ
がある場合は参集し現地確認。夜間の参集がなかった場合でも翌朝 8：30 までに県津久井治水
センターやグループ代表本部に報告できるよう参集に努める）にパトロール班を編成
51

相模原公園
■初動体制
・園内パトロール、利用者の安全確認、機能点検の実施
・負傷者がいる場合は、応急措置及び救急車の手配
・危険箇所等は立入禁止措置、園内放送等で利用者へ注意喚起、周辺交通情報等の確認
が取れた場合は帰宅を促す
・パトロール結果に基づき随時県津久井治水センターに報告（勤務時間外であっても、
（勤務時間外であっても、
被害があった場合は、県津久井治水センターへ速やかに報告）
・周辺住⺠等の避難がある場合は、研修室、駐車場などで受入れし、相模原市危機管理
課と連携して避難所への誘導や緊急物資の配布などを実施

イ 相模原市南区で震度５弱以上もしくは県内で震度５強以上、大規模災害発生の場合
■配備体制（勤務時間内に発生した場合）
総括責任者
・原則として当日勤務している全職員が配備体制（総
括責任者、次席責任者、パトロール係、支援係、連
次席責任者
絡係）に基づき対応
・グループ代表本部に「本部災害対策本部」
「本部災害対策本部」、本公園
「本部災害対策本部」
パトロール係
支援係
連絡係
に「現地災害対策本部」
「現地災害対策本部」を設置し組織的に対応
「現地災害対策本部」
・30 分を目途に初動体制を県津久井治水センターに
報告
■勤務時間以外の参集体制
係名
主な業務
・園⻑は本公園に参集
連絡係 情報の収集と報告
園内巡視、被害報告、
・本公園の勤務の有無に関わらず、
本公園の勤務の有無に関わらず、グループ代表の公
パトロ
利用者誘導、応急対
園近くに居住する職員が参集
ール係
策実施など
・緊急時に落ち着いて適切な行動がとれるように、職員は
施設の点検、救援活
支援係
参集方法や参集公園が記された防災カード
防災カードを携帯
防災カード
動、物資の管理など
・職員は参集し次第、県津久井治水センターとグループ代
表本部に報告
・震災発生後、３０分以内を目標に参集できたスタッフが初動対応を行い、２時間以内
に第一次応急体制を構築。
・第一次応急体制の確立後、１時間以内をめどに要点検個所の巡視を行い、被災状況等
を把握し、県津久井治水センターに報告
県内震度６弱以上の場合、第２次体制として配備人数を増やすとともに、現地対策本
部を設置し対応
実績 時間外の体制確保に関する実績

年１回以上緊急参集訓練を実施し、本公園以外から参集する職員についても鍵の位置や放送
設備の使用方法について習得
スケールメリットを活かした確実な参集体制 地元雇用を重視した通常の勤務体制に
加え、グループ代表のスケールメリットを活かし、本公園に速やかに参集可能なグループ
代表本部や公園周辺の職員も含めた緊急時参集体制を構築することで、30 分以内の参集を
目指し、県が示す初動体制の確立目安である「原則３時間以内」を十分に満たす対応をと
ります。

ウ 初動時〜緊急時〜復旧・復興時の対応
大規模地震発生時には、県が示す「相模原公園の震災時対応の考え方」及びグループ
代表の「県立都市公園等における災害対策活動指針」のタイムライン（防災行動計画）

52

相模原公園
に沿って迅速かつ確実な対応を行います。
本公園は、相模原市の広域避難場所に指定されており、相模原市や周辺施設の管理者
との連携のもと、広域避難場所としての機能を発揮できるよう取り組みます。また、東
日本大震災や熊本地震等では、公園を避難所や仮設庁舎、仮設住宅、資材置き場等とし
て活用された事例もあり、こうした事例を踏まえ柔軟な対応をとります。
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■タイムライン（防災行動計画）★印は県が示す「災害時対応の考え方」に則した対応を実施
実 施 内 容

園内及び最寄避難所への避難ルートの安全確認・誘導
広域避難スペースの安全確認、被災状況把握
全体的な 消防機関等の消火・救助活動支援
流れ
行政の要求に応じた、仮設住宅スペースやがれき置き場の確保と提供
コミュニティ憩いの場の確保と提供
徒歩帰宅途上等での休憩場所の提供
総括責任者 初動体制を確立し、役割を指示
次席責任者 BCPに基づく業務継続体制の確保
（総括責任者
の補佐、不在園内の状況の取りまとめと報告
時の代行）

●初動体制報告（昼間30分を目途）
●情報収集、園内情報伝達
衛星電話やIP無線機を活用した県、消防等との連絡
連絡係 パトロール係からの情報を受け、責任者へ伝達
●被災状況、体制等の状況報告（随時、原則午前・午後に各１回）
安否関連情報（職員の家族等）の収集と伝達
周辺避難所への滞留者の受入れ状況の確認と要請
●被災状況把握 ●応急措置 ●利用者避難誘導
●工事現場の対応（施工中の場合）
被害、避難関連情報（余震、火災、避難所等）の収集
救助、救援関連情報（救援要請、消防・救助等）の伝達と収集
パトロール
●応急対策・利用者（滞留者）対策の継続
係
トイレ、照明等の復旧

支援係

４日後
以降

備 考
〜 〜３ 〜３ ４日 （対応施設、
30分 時間 日間 以降 スペースなど）

発災

係り

時系列

全域
芝広、イ広
全域
中駐、⻄駐
研棟
研棟
事務所、GH
管理、GH
管理、GH

★
★

事務
事務、全域

★

事務
事務、GH

★
管理
管理

★

管理、便所、園灯

救援物資置き場、行政サービス、ボランティア活動スペースの確保

芝広、イ広、研棟

衛生確保のためのゴミ置き場の清掃
●管理事務所の安全確認と機能回復
★
●負傷者への応急措置
●利用者避難誘導
★
非常用電源の活用
園内被害、避難関連情報を掲示板等で発信
利用者用応急物資（飲食物、簡易トイレ等）の準備、配布
医療救護活動スペースの確保
●利用者（滞留者）対応の継続 ●救助・支援活動への支援
避難スペースの防疫、清掃
復旧用資機材（テント、照明等）の準備、提供
ライフライン情報の状況確認と応急措置
「復旧・復興時」は、県津久井治水センターと調整のうえ、通常体制に移行
●作業実施の確保（燃料等の調達、備品の状況確認）
●連絡調整（治水センター、関係機関との調整）、園内での情報発信
●安全確保（余震対応、園内の安全確認、立入禁止対応等）
●避難者対応（帰宅困難解消後の園内滞留者の誘導等）
●復旧・復興活動への支援（県等からの要請に応じた広場等施
設の提供）
●公園復旧（簡易な復旧や緊急施工が必要な支障物の除去等）

芝広、イ広

管理、GH
掲示
管理
研棟、GH

★

研棟、GH
管理、詰所
噴池、井⼾等
★
★
★
★
★
★

【備考凡例】全域：園内全域/芝広：芝生広場/イ広：イベント広場/中駐：中央駐車場/⻄駐：⻄駐車場/
研棟：研修棟/G H：グリーンハウス/事務：管理事務所/便所：トイレ/園灯：園路灯/掲示：掲示板/
詰所：管理詰め所/噴池：噴水池/井⼾：GH井⼾
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■タイムラインに合わせた対応の重点
初動時
発災から３時間
後まで（管理事
務所体制確立）
初動時
発災から３時間
後まで（園内パ
トロール、避難
誘導）
緊急時
発災から３日間
(応急対策業務)

・急を要する連絡調整に当たっては、従来の電話回
線の他、衛星電話、IP 無線機を導入し、連絡手
段を複数回線確保することで確実性を向上

IP 無線機
データ回線を使用し、固
定・携帯電話の音声回線
が不通の場合も使用可。
複数台での同時通話が
可能なため、迅速な各公
園の状況把握が可能

・人命優先・被害拡大防止を第一に、災害対策活動
指針に掲載した重点パトロールマップ、施設点
検チェックリスト、備蓄資機材リストを活用し
た迅速な園内の状況把握
・感染症対策を講じた滞留者の受入れ
（⇒詳細は計画書９(２)ア(カ)を参照）
・トイレ、執務場所、滞留者の受入場所等の電気、水道等ライフラインの復旧にあた
っては地元企業との連携により迅速に対応
・日頃の相模原市危機管理課や社会福祉協議会等との連携を活かし滞留者支援
・避難者受入れ、ボランティア活動拠点など、多岐にわたり想定される公園の活用状
復旧・復興時
況に合わせ、相模原市等と連携した柔軟な対応
発災から４日以降 ・復興時には、近隣住⺠の憩いの場となるよう特に衛生面に配慮し避難スペース等の
清掃管理を徹底

（３）大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え方
（地域との連携、防災訓練、災害発生時の協力等）

ア 災害に備えた事前対策
（ア）基本的な考え方
普段から必要な機器設備の点検と適切な維持管理を行うとともに、常に最新の地震情
報を利用者に提供できるよう必要な情報の収集に努めます。
■災害情報の受発信 地震警報機能付きラジオやテレビに加え、新たに防災行政無線同
防災行政無線同
報系⼾別受信機、スマートフォン等向けアプリケーション
アプリケーション、携帯電話への相模原
相模原市災害
報系⼾別受信機
アプリケーション
相模原市災害
情報配信メールや
情報配信メールやＳＮＳ等を活用し、起こりうる災害の情報収集を絶えず行います。
ＳＮＳ
■災害対策マップの活用と更新 災害対策マップを作成し、緊急時に来園者が迷うこと
なく安全な場所まで避難できるよう掲示板などに明示します。マップは公園の改修工事
の結果や周囲の状況変化に応じて適宜改訂します。
（イ）震災時利活用施設等の維持管理
■想定される活用施設

施 設
想定される利活用
管理方法
管理事務所（研修室横トイレ、発 情報センター、救護措置、一時避難、 ・建築物点検、太陽光発電、蓄電
動発電機）、グリーンハウス
応援活動・復旧・復興活動の支援
池の点検
広域避難、応援活動・復旧・復興活 ・緊急車両の進入路の支障物の
芝生広場、イベント広場
動の支援
撤去、周辺園路の維持管理
中央駐車場、⻄駐車場
物資置き場、応援活動拠点
・舗装の維持管理、危険物の撤去
園内トイレ
トイレ
・日常清掃等
噴水池、グリーンハウス池井⼾、 防火、生活用水
・ポンプ点検
菖蒲田池
園内放送、照明
情報伝達、夜間避難誘導
・点検

■施設の日常点検
・震災時に利活用が想定される施設の点検周期、方法等を定めたチェックリストを作成
しパトロールを実施
・原則月 1 回、震災時のパトロールコースを異常の有無や動作等を確認しながら巡回
■備品類の日常点検
・毎年１回以上、発電機や懐中電灯、トランシーバー等の動作や残量の確認等の総点検
を行い、必要な部品の交換や更新を実施
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・常備しておくべき資機材及び救急医薬品は数量と保管場所を示したリストを作成し、
管理事務所、管理詰め所、倉庫に掲示し職員間で共有
・通常業務に使用するカラーコーンや工具類は、使用後に必ず保管場所に戻し、非常時
に確実に使用できるよう配備
（ウ）防災訓練・職員教育
■防災訓練 大規模災害発生時でも迅速かつ冷静に対応できるように各種防災訓練を実施
シェイクアウトプラスワン：「かながわシェイクアウト（いっせい防災行動訓練）」への
事前登録を行い、県の一⻫実施日に合わせて地震発生時の安全確保行動
安全確保行動を行います。
安全確保行動
またシェイクアウト訓練に加え、以下の訓練を行います。
・公園とグループ代表本部相互の衛星電話等の通信確認や操作方法
通信確認や操作方法、緊急連絡網の再確認
通信確認や操作方法 緊急連絡網の再確認
・公園での避難経路の確認
避難経路の確認
緊急参集訓練（再掲）
・勤務時間外に地震が発生したと想定した参集訓練を年１回以上実施
参集訓練を年１回以上実施
・当該公園職員以外の参集職員が放送設備の使用方法や扉の開錠方法等を学び、災害
災害
時に適切に対応できるよう訓練
■職員の意識向上の取組
・グループ代表が管理する公園職員を集めた安全管理研修（年１回）
安全管理研修（年１回）や地元消防と連携した
安全管理研修（年１回）
消防訓練では、過去に起きた東日本大震災の各公園の体験や被災地での復興支援に当たっ
消防訓練
た職員の体験を盛り込み、職員各自が災害対応についての理解促進
・緊急時には震災対応に専念できるよう、家族との連絡方法や個人として参集時に持参
する物品リストをグループ代表策定の「県立都市公園等における災害対策活動指針」
に明記し、職員への意識付けを行います。

イ 本公園の特性、立地状況等に応じた課題と対応
（ア）特性・課題
本公園は、全体的に見ると起伏が少なく平坦であり、災害発生時は広大な芝生広場等
が、広域避難場所として利活用されることが想定されています。しかしながら、一部河
岸段丘地形も有し、急な斜面の樹林地や切通しの園路等が存在します。特に公園の⻄側
でそれが顕著であり、一般道法面が崩壊するなどの甚大な被害が発生した場合、その方
面からの公園へのアクセスが困難になる可能性があります。
公園内の建物は、管理事務所、研修棟、グリーンハウス等があり負傷者等の収容、対
応が可能です。しかしながらグリーンハウスは天井や壁面がガラス張りとなっているた
め、災害時は利用が困難となることも予想されます。
また周辺市立公園や体育館、大学等の公共施設が集まるエリアで、災害発生時はそれ
ぞれの特性を補完し合う様々な対応が可能となります。
（イ）対応
■危険個所についての迅速な立ち入り制限等の対応：月 1 回の震災時のパトロールコ
ース点検時には、公園のハザードマップをもとに、重点的な点検箇所を中心にパトロー
ルするなど、優先順位をつけた迅速な対応ができるよう日頃から訓練し、備えを万全に
します。また、緊急参集訓練の際も、公園周辺も含め、自宅から公園までの道程におけ
る危険個所を把握し、迂回路等も確認して、迅速・安全に参集できるように備えます。
■避難者の受け入れ：芝生広場や駐車場等について、大規模災害時に多くの避難者を受
け入れることを想定し、日頃から適切な維持管理に努めます。また、屋内における避難
者受け入れは、管理事務所及び研修棟を優先します。
■近隣施設との連携：隣接する公共施設と連携し、対応を実施できるよう、日頃から情
報交換や合同訓練等を行います。

56

相模原公園
（ウ）地域との連携
■相模原市や近隣施設等との連携
公園及び地域の防災力の強化を図るため、日頃から利用者や近隣施設と協働で防災訓
練を実施するなどして連携を深めます。
・広域避難場所である相模原公園から周辺小中学校等の避難所への誘導方法や帰宅困難
者の受け入れ態勢について、事前に相模原市及び近隣施設と調整
・定期的に震災時対応について、相模原市・地域の自主防災組織・地元消防と防災訓練
などを通じて意見交換し、社会状況の変化に応じたマニュアル等の見直し
・緊急車両の侵入ルートは駐車場からとなることや夜間は有人警備員によるゲートの開
場となることなど、施設の解施錠や車両誘導等について消防等と情報共有し、初動対
応の協力体制を確立
■共同での訓練、体験イベント
消防署と連携した救急救
命訓練の実施
自治体や NPO 法人、近隣
公共施設等と連携した防
災訓練の実施
シェイクアウトへの参加
市町村防災教育への参加
情報伝達訓練への参加
災害時を想定した
犬のしつけ教室

相模原南消防署の協力により、全職員を対象に年２回 AED を使用した心
肺蘇生法の訓練を実施
近隣公共施設等との合同により、大震災発生等を想定した地域合同防災訓
練を実施。自治体や救助犬ＮＰＯ法人にも協力を要請、公園利用者や地域
住⺠にも参加を促す。相模原麻溝地区近隣施設協議会での防災・防犯のた
めの講習会実施
神奈川県が企画するシェイクアウトへの参加
市が企画する訓練に参加し、地域防災に関する知識を養う
県が主催する情報伝達訓練への参加
災害時、犬同伴で避難する人がおり、他の人とあつれきが生じるケースが
増加。災害時に備え、十分なしつけをしておくための教室を開催

ペット避難への対応：近年の大規模災害ではペットとともに避難をする方も増加してい
ます。NPO 法人ジャパン・コンパニオン・ドッグ・クラブと連携し、災害時にも役立つ
「犬のしつけ相談会」を開催しペット同伴の避難に対する啓発を行います。
実績 近隣施設との合同救命講習会
相模原市麻溝地区近隣施設協議会の構成団体（市立麻溝公園、体育館、プール、女
子美大学）と合同で救命講習会を実施しています。また、構成団体間での災害資材や
備蓄品等の情報共有化、災害時の具体連携の確認を行っています。
■利用者・近隣住⺠への働きかけ
具体的な施設の利活用のパネル、実際に使用する備品類の展示など、公園の災害時対
応についての情報の周知、普及を行います。
（エ）災害対応物品の備蓄
導入品目

内容
避難してきた近隣住⺠や帰宅困難者が避難場所（防災拠点）に避難するまでの
災害用備蓄品（食料、水）
水と食料を備蓄
災害用トイレ

一般のトイレを利用して断水時にも使用できる災害用トイレキットを配備

電気自動車、電源取出し
装置

非常時の電源対策として発電機に加え、電気自動車と電源取出し装置などを
配備

衛星電話、IP 無線機
トランシーバー

大規模災害時、救急や消防をはじめとする関係機関と確実に連絡取れるよう、
衛星電話等の通信機器を複数設置

燃料等

日常の作業における発生材を活用し、薪や木炭等の燃料を備蓄

上履き、ヘルメット

東日本大震災時の経験から、移動の際のケガ防止のため、上履きやヘルメット
を用意
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（オ）災害発生時の協力等について

県津久井治水センターや相模原市の防災担当部局と連携し、速やかな災害対策活動が
行えるよう、必要な連絡調整を行います。また、「震災時対応の考え方」で示された避難
施設等とも連絡調整を図り、強固な防災体制を構築します。

■災害復旧への協力
事態終息後には、県と指定管理者の役割分担に基づき対応しますが、県による被害
箇所の本格復旧の際にも積極的に協力します。また、災害復旧活動の拠点として県や
市から要請があった場合、チェーンソー、テント等の必要な機器や物品の提供や、救
援活動への支援等も積極的に実施します。
■避難所（帰宅困難者滞留）となった場合のコロナウイルス感染症対策

計画書９（２）ア（カ）に記載

イ 災害発生時の対応及び業務継続計画（ＢＣＰ）について
グループ代表では、大規模災害発生や新型インフルエンザ等の感染症の蔓延に備え、
事業継続計画書（BCP）を策定しており、優先的に継続する重要な業務の設定、危機管
理体制の整備、協会本部にかわる災害対策本部の代替拠点等を設定し、都市公園指定管
理業務を含む法人としての事業継続を図ります。
■災害時の事業継続に特に必要となる人的バックアップについて
県内で複数公園を管理しているスケールメリットを活かし、本公園の園⻑・副園⻑不
在時にも、周辺在住職員が参集できる体制を取っています。日々の業務での連携に加え、
緊急参集訓練を通じて、本公園の開錠、防災倉庫等の防災設備の取扱いについて研修し、
体制を確実なものとしています。
【計画書 10】令和４年度事業内容
】令和４年度事業内容
１．異常気象（大雨、台風、熱中症アラート等）への対応方針（事前、初動、発生時、
応急復旧時）
・人命を最優先に行動することを対応方針とし、グループ代表が作成した「県立都市
公園等における災害対策活動指針」に基づき迅速かつ適切に対応します
（ア・イ）台風の接近、大雨洪水及びゲリラ豪雨や雷等への対応
・気象庁「高解像度降水ナウキャスト」、相模原市メールマガジンを活用し、リアル
タイムな情報収集を行います
・台風など事前に想定できる気象災害は、記載のタイムラインに沿って対応します
・災害発生時または事後は、本公園の維持管理業務に関する包括協定を締結している
相模原造園協同組合と連携し、迅速な復旧作業に努めます
・ゲリラ豪雨や雷注意報等が発表されたときは、園内放送等により利用者への注意喚
起を行います
・その他、記載の内容で取組みます
（ウ）熱中症警戒アラートへの対応
・熱中症警戒アラートの情報を HP や自治体メールマガジン等で確認し、園内放送等
により利用者への注意喚起を行うほか、記載の内容で取組みます
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２．公園の「震災時対応の考え方」に示す初動体制等への対応
（ア）相模原市南区で震度 4 発生時
・勤務時間内は、地震発生 30 以内にパトロール班を編成、勤務時間外は、翌朝 8：30
までに被害状況を確認し県津久井治水センター及びグループ代表本部に報告しま
す。初動体制については、記載の内容で取組みます
（イ）相模原市南区で震度５弱以上もしくは震度 5 強以上、大規模災害発生時
・勤務時間内はグループ本部内に「本部災害対策本部」を設置し、本公園には当日の
勤務者により「現地災害対策本部」を設置し、組織的に対応します
・勤務時間外に発生した場合は、園長は本公園に、その他の職員はグループ代表が管
理する居住地の最寄り公園に参集し初動対応、第一次応急体制を構築し対応します
・県内震度 6 弱以上の場合は第 2 次体制として配備人数を増やし、「現地災害対策本
部」を設置し対応します
・その他、記載の内容で取組みます
（ウ）初動時～緊急時～復旧・復興時の対応
・県が示す「相模原公園の震災対応時の考え方」及びグループ代表の「県立都市公園
等における災害対策活動指針」のﾀｲﾑﾗｲﾝ（防災行動計画）に沿って対応します
・「タイムラインに合わせた対応の重点」に記載のとおり取組みます
３．大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え方（地域との
連携、部再訓練、災害発生時の協力等）
（ア）災害に備えた事前対策
・災害情報の受発信機器を整備し、相模原市提供の防災ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝで情報収集をする
ほか、災害対策マップの作成・更新を行います
・震災時利活用施設等の想定される活用方法や活用施設の日常点検、備品類の点検を
実施します
・大規模災害発生時に迅速かつ冷静に対応できるよう、
「かながわシェイクアウト（い
っせい防災行動訓練）」への登録や緊急参集訓練を実施します
・その他、記載の内容で取組みます
（イ）本公園の特性、立地状況等に応じた課題と対応
・災害発生時に懸念される公園の課題に対応した月 1 回の震災時パトロールコース
の点検や、避難者受け入れ場所の優先順位確認、近隣施設等の情報交換や合同訓練
などに取組みます
・ペット避難への対応として、NPO 法人ジャパン・コンパニオン・ドッグ・クラブと
連携した「犬のしつけ相談会」の開催に向け調整します
・災害対応物品の備蓄のほか、公園の災害時対応についてパネルや使用備品類の展示
等により情報を周知します
・その他、記載の内容で取組みます
（ウ）災害発生時の対応及び業務継続計画（BCP）
・緊急参集訓練の実施による災害時の事業継続に必要な人的バックアップの構築な
ど、記載の内容に取組みます

59

相模原公園
計画書 11 「地域と連携した魅力ある施設づくり」
（１）多様な主体（地域人材、自治会、関係機関）との連携、協力体制の構築等の取組内容
本公園では、これまで、近隣の公共施設や大学、地域の団体や人材、関係機関との連
携・協力の体制を構築してきました。今後はさらに、県⺠や地域が主体的に公園の魅力
向上・活性化に携われる仕組みづくりを行い、公園が緑の人材育成、地域雇用の創出、
市⺠活動、地域活性化の拠点となることを目指します。

ア「心の花」を咲かせる地域と協力した公園づくり
花とみどりを通じて、あらゆる人が喜び、笑顔になれるよう、県⺠自らが主体的にイ
ベントの企画・運営等に携われる仕組みづくりなど、公園づくりへの参加機会の拡大、
ボランティア活動の支援等に取り組みます。
■フレンズ制度による協働の公園づくり
イベントや花壇づくりなど、自ら主体的に公園の管理運営に携わりたいとの思いを持
つ人（「フレンズ」）を積極的に受け入れ、地域人材を活用した公園の魅力向上を図り
ます。「フレンズ提案
フレンズ提案実施
フレンズ提案実施要綱
実施要綱(
要綱(仮称)
仮称)」を整備し、公園ボランティア活動要綱と両輪で
制度を運用し、地域人材との協働による公園づくりを推進します。
■地域団体等と連携したイベントの開催
近隣施設や多様なノウハウをもった団体等と連携することで、本公園の魅力を最大限
発揮するだけでなく、地域の活性化にも貢献します。
主なイベントと連携先
・春/秋のフラワーフェスティバル等：相模原市麻溝地区近隣施設協
議会、相模原公園イベント協力会
・ノルディックウォーク：さがみはらスポーツ・レクリエーションの会
・犬のしつけ相談会：NPO 法人ジャパン・コンパニオン・ドッグ・クラブ
・真夏の夜のファンタジア等での演奏：地元音楽愛好家
・相模のグルメ食散歩フェスタ：神奈川県飲食業生活衛生共同組合等

スプリングフラワーフェスティバル

■関係機関と連携した広報の充実
相模原市麻溝地区近隣施設協議会、相模原市観光協会、交通事業者と連携することで、
広域的な広報を行います。また、本公園は遠方、車の来園が多いため、観光協会や道路
事業者等と連携し、広域誘客を図ります。
主な広報と連携先
・共同広報誌（公園だより）の発行：相模原市麻溝地区近隣施設協議会
・グリーンハウス内での相互 PR(アンテナショップの設置等)：相模原観光協会
・交通事業者と連携したバス車内広告掲載：相模原市麻溝地区近隣施設協議会、神奈中バス
・鉄道駅等での広報：小田急電鉄（株）（⇒詳細は計画書４(３)ア(ウ)を参照）

■医療関係団体等との連携

医療・健康に関する主な連携内容と連携先
・リハビリのための作業や園芸療法：近隣精神系医療施設
・老人福祉施設の健康づくりのための園内利用の推進：近隣福祉施設
・公園祭り等での血圧測定、健康相談、運動体験等：近隣病院、県立体育センター

イ 緑の人材育成
都市緑化の普及啓発に向け、神奈川県造園業協会
神奈川県造園業協会、相模原造園協同組合
神奈川県造園業協会、相模原造園協同組合と連携し、日本庭
、相模原造園協同組合
園や見本庭園等での改修や手入れ作業等を若手造園技術者の技能向上のための研修として開
催します。
また、みどりを通じた都市の環境改善に取り組む NPO 法人ＧＩＰと連携し、
法人ＧＩＰ
「みどり
のまちづくり推進講座」を開催し、都市緑化を担う人材育成に取り組みます。
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ウ 企業の CSR 活動及び学校との連携
本公園は、企業や造園関連団体の社会貢献、学校等の野外活動の場として利用されていま
す。私たちはこのような活動を支援するとともに、引き続き積極的に受け入れていきます。
■地域企業の社会貢献活動の受け入れ
近年、企業のＣＳＲ活動が活発化する中、本公園では今後、公
園ホームページ上での呼びかけや地元商工会を通じ、積極的に
企業の社会貢献活動への取組を呼びかけるとともに、受け入れ
の体制作りを行っていきます。受け入れに当たっては、資材・機
材の提供や技術指導を行うことにより、活発な活動を行えるよ
うにサポートしていきます。
協働のテーマ

維持管理

連携先

内 容

神奈川県造園業協会による
日本庭園の植替え作業

神奈川県造園業協会

若手技術者の技能研修を兼ねた日本庭園の改修や手入れ

相模原造園協同組合

若手技術者の技能研修を兼ねた見本庭園等の改修や手入れ

■学校等教育機関との連携
近隣の保育園や小中学校、高等学校等の、校外活動に協力
し、職場体験学習の場や部活動の発表の場として公園を活用
していただくとともに、花壇づくりなど自然にふれあう機会
弥栄高校「ヤエイフェスタ」の開催支援
を提供します。
テーマ

維持管理
学習活動の
支援
部活動の
支援
大学の研究
の場の提供

連携先
内 容
相模原市内の保育園（ひよこ第一〜第 園内花壇の植付け
三保育園、立正保育園）
市立緑が丘中学校、市立夢の丘小学校、 職場体験学習の場の提供及び維持管理作業の指
市立光が丘小学校
導
「ヤエイフェスタ」として部活動の発表の場を提
県立弥栄高等学校
供（グリーンハウス内）
女子美術大学、北里大学
サークル活動の発表の場を提供（イベント協力）
公園を活用した実習、学芸員実習の受け入れ
麻布大学、女子美術大学、東京農業大学
東京工業大学

（⇒詳細は計画書４(１)イ(ア)を参照）

公園内池の水質浄化実験等

実績 神奈川県障害者職業能力開発校の職場体験実習の受入

就職や技能習得意欲の推進など、就職活動の一助となることを目
的に、訓練生の職場体験実習を受け入れています。公園では、園路
の落葉かき清掃や花壇の花柄摘み等を体験していただいています。

（２）ボランティア団体等の育成・連携、協働の取組内容
本公園では現在 49 団体のボランティア団体が活動しています。今後も引き続き、テ
ーマに応じた個人の参加者も募っていきます。また、これらの活動をより一層促進する
ため、協働の方針や活動支援内容を盛り込んだ「公園ボランティア活動要綱」に基づき、
活動に必要な資材の提供、広報や情報提供等を行い、活動の促進を図ります。
さらに、研修会の開催や、職員との共同作業を通じ、維持管理やイベント運営のノウ
ハウ等を伝え、ボランティアの育成につなげます。

61

相模原公園
■ボランティア団体等との連携（例）
協働のテーマ

花壇等の管理

相模原ハーブの会

連携先

花いっぱい運動

展示、教室

日本盆栽協会相模原支部、神奈川県央皐月
会、相模の大凧保存会、相模原山草会、相模
原華道協会

イベント協力

相模原市少年鼓笛バンド、相模原造園協同組合

自然観察、自然
とのふれあい
犬とともに楽
しむ

維持管理への
協力

内 容
ハーブガーデンの維持管理
利用者によびかけ、職員とともに花
壇やプランターに花の植付け
各種展示会への展示協力、体験教室

イベント時の協力(楽器演奏、会場設
営作業等)
相模原緑の風(自然観察指導員相模原連絡会)
自然観察会の実施
相模の蝶を語る会
公園内の蝶の生態調査等
体験会の実施、ツリークライミング
ツリークライミングジャパン leaf
のリーダー養成講座開催
NPO 法人ドッグランネットワークPals
ドッグランの管理運営
家庭救助犬による訓練を兼ねたパフ
NPO 法人ジャパン・コンパニオン・ドッグ・
ォーマンス、愛犬思想の啓発、犬のし
クラブ
つけ相談会
お気づきボランティア
個人ボランティア
いきものボランティア等
緑の相談所への樹木医の派遣や、樹
NPO 法人緑のお医者さん
木医の研修を兼ねた園内樹木の健康
診断
土友会、公緑会、本公園 OB 会
清掃活動、イベントサポート

（３）周辺施設(他の公園、施設等）との交流・連携の内容
ア 周辺施設との交流・連携
■相模原市麻溝地区近隣施設協議会との連携
本公園と周辺の公共施設等で構成する「相模原市麻溝
地区近隣施設協議会」では、月１回の連絡会議のほか、各
施設のイベントを記載した「公園だより」の発行などの広
報、施設を回るスタンプラリー等の利用促進、防災時にお
ける連携等、多岐にわたる取組について、連携を図ってい
イベントでの連携（麻溝公園内の動物
ます。
広場のポニー体験を本公園で実施）
・各施設のイベント情報を掲載した「公園だより」
を毎月発行し、相模原市内の公的施設や路線バス内に置き、広報・PR を実施
・大規模イベント時にあわせ「近隣施設スタンプラリー」を年５回実施
・合同での防災や防犯に関する講習会の開催
協議会構成員
市立相模原麻溝公園、相模原麻溝公園競技場、ふれあい動物広場、相模原市立総合体育館、市⺠健
康文化センター、女子美術大学

イ 他の公園との連携

■県内公園へのハナショウブ苗の提供
管理上の必要から株分けしたハナショウブ株を座間谷⼾山公園、大磯城山公園、相模
原市立北公園、小田原城址公園へ提供
■首都圏近郊のフランス風庭園を有する施設との広報連携
・新宿御苑、強羅公園、ヴェルニー公園、河津バガテル公園等への相互のパンフレット配架
62

相模原公園
■「花とみどりのフォトコンテスト」の開催
グループ代表が、公益事業として実施しており、グループ代表が管理している公園の
みならず、事前の調整のうえ、他の指定管理者が管理している公園も撮影対象に含め、
コンテストを実施しています。
毎年約 600 点の作品応募があり、作品は専門家による審査を行い、入賞作品展を、本
公園を始め他公園や病院等で開催しています。
（４）地域企業への業務委託等による迅速かつきめ細かいサービスの提供に向けた取組内容
地域の企業等は、地域精通度が高く、迅速かつきめ細かい対応が期待できます。
私たちは、業務委託を行う場合には、今後も地域企業等への発注を優先的に行っていき
ます。さらに、地域雇用の確保、社会的ニーズへの対応といった観点から、シルバー人
材センターや社会福祉法人等の地元非営利団体にも継続的に業務委託することにより
地域経済への貢献や地域との連携強化を図ります。また、障害者就労施設への積極的な
委託により、障害者の自立支援に引き続き取り組みます。
主な連携内容と連携先
・園内で使用する花苗は地元花苗生産農家へ計画的な生産を委託：相模鉢物研究会
・植物管理、清掃管理等の委託：（社福）すずらんの会、（社福）相模福祉村虹の家
・本公園のマテバシイの実を原材料の一部とする「相模どんぐり煎餅」販売：どんぐり食品

【計画書 11】令和４年度事業内容
】令和４年度事業内容
１．多様な主体（地域人材、自治会、関係機関）との連携、協力体制の構築等の取組
・県民や地域が主体的に公園の魅力向上や活性化に携われる仕組みづくりにより、公
園が緑の人材育成、地域雇用の創出、市民活動、地域活性化の拠点となることを目指
します
（ア）「心の花」を咲かせる地域と協力した公園づくり
・「フレンズ提案実施要領（仮称）」の整備及び、フレンズ制度による地域人材との
協働による公園づくり推進に取組みます
・犬のしつけ相談会、相模のグルメ食散歩フェスタ開催に向けた調整を行うほか、記
載の内容を実施します
（イ）緑の人材育成
・神奈川県造園業協会、相模原市造園協同組合、NPO 法人 GIP との連携による人材育
成を推進します
（ウ）企業の CSR 活動及び学校との連携
・ホームページなどによる地域企業の社会貢献活動の場としての活用の呼びかけを行
い、活動をサポートします
・学校教育機関との連携や校外活動へ積極的に協力します
２．ボランティア団体等の育成・連携、協働の取組内容
・「公園ボランティア活動要綱」に基づき支援や活動の促進に努めます。その他、記
載の内容で取組みます
３．周辺施設（他の公園、施設等との交流・連携内容）
（ア）周辺施設との交流・連携
・相模原市麻溝地区近隣施設協議会と連携した「公園だより」の発行のほか、イベン
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トや講習会開催等に取組みます
（イ）他の公園との連携
・「花と緑のフォトコンテスト」の開催ほか、記載のとおり取組みます
４．地域企業への業務委託等による迅速かつきめ細かいサービスの提供に向けた取組
内容
・障がい者の自立支援のほか、引続き記載のとおり取組みます
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計画書 12「人的な能力、執行体制」
（１）指定期間を通じて効果的・効率的に指定管理業務を行うための人員配置等の状況

ア 人員配置の考え方
現地公園には、公園管理運営方針を理解し、土木事務所・地元自治体・関係団体・利用
者等に対し施設管理者として的確に対応できる人材を現地責任者として配置し、その下
に園⻑の代行者である副園⻑をはじめ業務に応じた公園管理実務経験者など、必要十分
な人員を配置します。また、地域団体や協力団体などとのパートナーシップのもと、直
営管理を基本とし安全・安心で快適な管理運営を行います。
グループ代表本部は、公園管理運営に係る企画・統括部門及び現地業務支援部門を担
い、多様化する公園管理業務を踏まえ、事故防止・安全対策、コンプライアンス、SDGs
や「ともに生きる社会かながわ憲章」など県施策への対応、広域的な広報や交通対策、
企業・団体等とのアライアンスなどに取り組み、現地公園と本部が一体となって公園管
理運営の品質向上に取り組みます。また、外部指導員（グリーンサポート）制度や他公
園職員・本部職員による業務点検等により、さらなる安全・品質確保に努めます。
現地公園（公園管理事務所）の業務分担
・県津久井治水センターとの連絡調整（年度協定、定
期業務報告、モニタリング受検、許認可申請等）
・維持管理、安全管理
・緊急時、災害時等の現地対応
・利用案内、苦情・要望等対応
・利用促進事業や地域連携事業の企画・実施
・地域メディア等への広報、HP、SNS 等での情
報発信
・利用料金収受、駐車場運営
・自主事業の運営
・地元自治体、地域団体（商工、観光、福祉等）、
関係団体との連携
等

グループ代表本部の業務分担
・都市公園法、都市公園条例、指定管理者制度等に係る県
（本庁）との対応窓口、基本協定 等
・事業運営方針策定、諸規程整備
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、労働環境改善、事故不祥事防止、個人
情報保護、情報公開、ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止対策
・職員採用、人材育成、研修の企画・実施
・予算策定、予算執行、決算、監査
・BCP、緊急時対応、緊急参集訓練の企画・実施
・広域的な広報、ガーデンツーリズム企画・調整
・事業企画（公益・収益）、他企業・団体との連携促進、
交通・観光事業者との包括的な連携
・情報セキュリティー対策

イ 現地職員の配置計画（現地責任者の責務、役割及び経歴、主要職員等の役割分担）
■現地責任者の責務、役割及び経歴
園⻑は、県立都市公園の園⻑経験者を常勤で配置し、公園の総括責任者として公園管
理運営及び地域との連携・協働に取り組みます。
副園⻑、総括管理主任は、現地責任者としての園⻑を代行・補佐できる公園管理経験
者又は県土木事務所等行政経験者を配置します。
現地責任者

園⻑（１名）

副園⻑（2 名）

責務、役割・職務の内容
・総括的に判断できる責任者
・管理運営方針に基づく管理運営目標の
策定と実施
・職員の育成及び研修の実施

・園⻑の代行者

予定者の経歴

勤務形態

公園管理経験
20 年以上
行政経験 30 年以
上、公園管理経験
2 年以上
行政経験 30 年以
上
種苗会社にて営業
経験 30 年以上

20〜22 日／月
7 時間 45 分／日

副園⻑（兼グリーン ・花壇、グリーンハウス管理にかかる維
16〜18 日/月
ハウス館⻑）（１名） 持管理計画作成、指導、監督、実施
7 時間 15 分/日
※災害等の非常時、新たな課題への対応、許認可に係る調整事項が生じた場合は、上記に関わらず本部及び現

地が連携して、県と協議・調整のうえ、課題解決にあたります。

■主要職員の役割分担
管理運営業務に応じ（本公園の特性に応じ）以下のとおり公園管理主任等を配置し、
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管理運営スタッフと一体となり多岐に亘る業務を遂行します。
主要職員
利用促進主任
公園管理主任

花壇植栽管理主任
業務主任

役割・職務の内容
勤務形態
イベント、園芸教室等の企画運営、県⺠連携活動対応 等
16〜18 日／月
維持管理計画作成、指導・監督、実施（植物、施設、清掃等） 7 時間 45 分／日
20〜22 日／月
花壇・植栽にかかる計画作成、指導・監督、実施
7 時間 15 分／日
14 日以内／月
公園管理主任（外勤）の補佐
７時間以内／日

ウ 特に都市公園管理運営の専門知識（関係資格の保有等）や経験を有している者の配置状況
本公園の管理運営方針である「花とみどりの豊かなパークライフ」の実現に取り組む
ため、現地に公園管理運営士やグリーンアドバイザーをはじめ、以下のとおり有資格者
を配置します。また、必要に応じ、本グループに在籍する樹木医等の資格を有する職員
が専門分野についての指導を行います。
公園管理運営士

1 名 （甲種）防火管理講習修了

自然観察指導員講習会
修了者

1 名 上級救命講習修了

グリーンアドバイザー

1 名 食品衛生責任者講習修了

安全衛生推進者養成講
習会修了者
衛生推進者養成講習修
了者

1 名 不当要求防止責任者
1 名 フォークリフト免許

刈払機取扱作業者
安全衛生教育修了
伐木等業務（ﾁｪｰﾝｿｰ）
8名
特別教育修了
振動工具取扱作業者
1名
安全衛生教育修了
防除関係者講習修了
1名
（農薬安全使用）
1名

1 名 遊具の日常点検講習修了

22 名
5名
28 名
5名
2名

エ 県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との連絡体制及び、
関係機関における効果的、効率的な情報共有の考え方と仕組み
■連絡体制
本公園において、県、県津久井治水センター、グループ代表本部、サカタのタネグル
ープ本社等との連絡体制を以下のとおり構築し効果的、効率的な管理運営を行います。
夜間・休日等の緊急時には、緊急時連絡フロー図や緊急時対策連絡網などにより、24 時
間 365 日対応可能な連絡体制を整備しています。

■情報共有の考え方と仕組み
関係機関との情報共有には、状況に応じて、対面、書面、電話・メール・Web 会議等
を活用します。特に県津久井治水センターや警察署・消防署とは、日常から対面による
「顔の見える関係」を構築し、緊急時等に備えています。
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取組状況
（県、県津久井治水センター）
・確実な連絡体制の整備や、普段から担当者間の報告・連絡・相談が円滑に行える環境整備に務めている
・月例報告等の提出時を定期的な情報共有の場として臨んでいる
・制度面や他公園にも関連する事項については、指定管理者本部が県庁所管課とも調整
（警察署、消防署）
・通報、相談等は速やかに正確な情報をもとに実施
・防災訓練の調整等を通じて、普段から連絡・連携を密にしている
（地域団体等：自治会、ボランティア、学校、企業等）
・イベント等の調整時や定例的な会合等の場で必要な情報共有を行っている
・広報誌、ホームページ、SNS、掲示板等を活用した情報発信
（指定管理者内での取組）
・現地と本部の確実な連絡体制による情報共有（事件・事故等は全て速やかに理事⻑に報告するとともに全公園へ周知）
・原則毎月開催の全公園の責任者が参加する会議において情報共有、意見交換
・現地職員間では朝礼や月例会議での直接伝達やサーバーの「伝言メモ」を活用した情報共有

＜別表＞現地の職員配置計画
■現地の組織図
現地責任者

主要職員

従事者

利用促進主任

⻑

副園⻑ ・館 ⻑

園

公園管理主任

業務主任

緑の相談員
内勤スタッフ
外勤スタッフ

花壇、温室植栽主任（ｻｶﾀのﾀﾈ・ｻｶﾀのﾀﾈｸﾞ
ﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ）

■勤務ローテーション（通常期の例）

・現地責任者は、常時１名以上が勤務
・月 2 回専門員以上のスタッフによる運営ミーティングの実施
・利用者の多い土日祝日は、草刈作業等を行わないため、外勤スタッフの勤務人数は最
小限に抑制
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（２）業務の一部を委託する場合の管理・指導体制の状況

ア 委託業務の管理の考え方
グループ代表では、委託業務を効率的・効果的に実施するため、年間発注計画による計画
的な発注、品質確保や透明性に配慮した業者選定、適切な進行管理に努めるとともに、諸規
程やマニュアル等に基づき、監督職員による指示及び履行確認、検査員による出来高・完成
検査を行います。
監督職員は、法令遵守、品質確保、安全管理体制、連絡体制、工期遵守、利用者対応等の視
点から指導監督を行います。
また、高齢者就労団体等への委託では、高齢作業員の健康・安全対策を重視するほか、障が
い者就労施設への委託では、丁寧な作業指導により安全で確実な業務管理を行います。

イ 指導監督の内容
委託業務の各段階で、以下の項目について点検、指導、監督を行います。

・業務計画書等に基づき、業務実施体制、工程管理、作業方法、安全管理体制を確認
・社会保険の納付、最低賃金の履行確認及び業務上知りえた内容の守秘義務契約確認
・業務実施時は、作業内容等の日報による確認や現地履行確認による指導監督
・園内通行証の発行、徐行運転の履行、バリケード等安全対策の徹底
・業務記録及び作業写真等は、グループ代表文書管理規程に基づき管理し必要に応じ県へ提示
・監督職員以外の検査員による履行確認、完成検査により、品質、出来栄えを確認

ウ 本公園で重視する視点

種別
業務内容
指導監督項目
点検方法
・植物管理 ・枝下し、枯損木処理 ・周知看板等利用者への安全確保
・巡視、作業日報等
・施設管理 ・設備、遊具の点検等 ・適切な手法、点検漏れ防止
・業務報告書、現地確認
・清掃管理 ・廃棄物処理、搬出
・マニュフェストによる確実な処理
・作業日報、書類確認
※本公園の委託業務の考え方、内容等については、計画書２及び様式第３号に記載しています。

（３）指定期間を通じて安定して指定管理業務を行うための日々の OJT や研修等の人材
育成体制や職員採用の状況、チームワーク保持や労働時間短縮の取組、職場のハラ
スメント対策など適切な労働環境の確保に係る取組状況
グループ代表では、人材育成、就労意欲向上、計画的な職員採用、労働環境の確保に
着実かつ相互に連携させて取り組むことで指定管理者として安定的な管理運営を行う体
制を構築しています。
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ア 人材育成の考え方
様々な施設や自然環境、機能を有する県立都市公園の管理運営には、自然生態、植物
管理、施設管理、安全管理、地域防災、利用促進、地域協働など、それぞれの専門知識や
経験だけではなく、これらを総合的に活用して多様なニーズに合致したサービスを提供
することが求められます。
グループ代表では、公園管理におけるプロフェッショナルとして常に質の高い公園管
理運営を目指し、職責・職員毎にテーマを設定し、３つの手法により人材育成・能力開
発を行うとともに、職員のやる気と潜在能力を引き出す仕組みを構築しています。
■職員ごとの育成テーマ設定
全職員共通

現地責任者
内勤スタッフ
外勤スタッフ

都市公園の情報、安全管理、接遇の向上、手話の取得、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、個人情報保護、救
命救急、防犯・防災、労働安全衛生
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力の向上、利用促進ﾉｳﾊｳの向上、職員指導力の向上、労働安全衛生法規
適正な受付・実務の能力、HP・SNS 等の情報発信力向上
安全管理、労働安全法規、機械操作能力向上、施設ごとの維持管理ﾉｳﾊｳ

■人材育成手法・内容
OJT
（職場指導）

OFF-JT
（研修）

SD
（自己啓発）

・豊富な公園管理経験を有する職員等社内リソースを活用した公園特性・管理ﾉｳﾊｳ・
利用者対応等の細部の知識や技術を養成
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ構成企業の先進的な管理ﾉｳﾊｳにより植物管理を共同で行い知識・技術の向上
・新規採用者への適切な職場指導
・毎朝、朝礼時における作業内容、KYT、留意事項等について確認・周知
（主にグループ代表職員による研修）
・接遇、安全管理、植物管理、利用促進、事務処理等に係る研修
（主に外部講師等による研修）
・手話、労働安全衛生、公園ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、剪定技術、SDGs 等に係る研修
・必要に応じ、他機関への研修派遣 等
・公園管理運営士、樹木医、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ管理士等の資格取得の
費用補助
・社外講習会、セミナー等への参加促進、先進事例視察
・異業種、他組織との交流の場への積極的参加（見本市、
「エコプロ」への出展
展示会への参画、出展）等

■職員の「やる気」と「潜在能力」を引き出す仕組
グループ代表では、職員の「やる気（向上心）」と「潜在能力」を引き出すため、業務
実績向上に努めた職員を公平・平等に評価する「人事評価制度」や職員の模範となる取
組、顕著な実績に対する「職員表彰制度」を導入しています。
これらの制度を適切に運用し、職員の達成感や満足度を高め、職員自らが更なる自己
研鑽に取り組む意欲を高めます。
イ 職員の採用
指定管理業務を着実かつ安定的に遂行するために、業務に応じた職員を計画的かつ、
原則として公募により採用するとともに、高齢者、障がい者の就労機会の拡大や意欲・
能力を発揮できる環境の整備に努めています。

・現地責任者は、公園管理運営方針を理解し、公園利用者・県津久井治水センター・地元自治体・関係団体
への的確な対応ができる人材を常勤職員として採用
・公園管理主任等の現地スタッフは、公園管理実務経験者等の専門知識・技能・資格を有する即戦力とな
る人材を非常勤職員として常に確保
・パートタイム職員は、公園への熱意、職務に必要な知識・技能等を有する人材で、地域の雇用促進や災害
時の対応を考慮し、できるだけ地元にお住まいの方を採用
※非常勤職員、パートタイム職員等の有期雇用職員には、改正労働契約法に基づき、雇用期間が５年以上
となる場合、職員の希望により無期労働契約に転換できる制度を整備・運用しています。
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ウ 働きやすい労働環境の確保
グループ代表は、誰もがその能力を十分に発揮し、心身ともに健康でいきいきと働き
続けることが重要であると考え、職員が働きやすい労働環境を整備し、ワーク・ライフ・
バランスの実現に取り組んでいます。そのために労働安全衛生法をはじめ、働き方改革
関連法等の法令を踏まえ必要な取組を強化するとともに、職場における新型コロナウイ
ルス対策に取り組んでいます。（⇒新型コロナウイルス対策については計画書９(2)参照）
（ア）労働時間の短縮、ワーク・ライフ・バランスの確保
■時間外労働の上限規制（45 時間／月、360 時間／年）の徹底

・適切な業務分担及び業務の効率化の推進
・週 1 回のノー残業デーの設定及び実施の徹底
・３６協定の締結、一般事業主行動計画（ノー残業デー）の策定、所管労働局への届出・公表

■年次有給休暇の確実な取得

・年間最低５日間の年次有給休暇取得の義務化（10 日以上付与職員対象）
・本部による取得状況の確認（四半期毎）及び取得促進の徹底
・一般事業主行動計画（年次有給休暇の取得目標）の策定、所管労働局への届出・公表

■労働時間の状況把握

・総括責任者による残業の事前命令の徹底と、厳格な時間管理
・本部による毎月の労働時間チェックと必要に応じた総括責任者への指導

（イ）職場のハラスメント対策
これまでも職場のハラスメント対策に取り組んできましたが、労働施策総合推進法の
改正等を踏まえ、令和２年度から、パワーハラスメント等の防止対策を強化しています。
・「職員就業規程」、「コンプライアンスガイドライン」にハラスメントの禁止を明示
・「職場におけるハラスメントの防止に関する要綱」を制定し、ハラスメント防止に対するグループ代
表の取組方針を明確にし、ハラスメント等の撲滅推進を強化
・ハラスメント防止に対するトップメッセージを発信し、全職場に掲示し、職員に周知徹底
・ＤＶＤ等を活用し、すべての職場でハラスメント研修を実施
・ハラスメントに関する相談・通報窓口を協会本部に設置し、相談・通報への体制を整備

（ウ）チームワークの保持
・全職員が管理運営目標を共有し、能力を引き出せる業務分担
・日々の朝礼や月例会議等を活用した情報共有
・職員相互の協力体制を保持するための組織としての「心理的安全性※」確保
※心理的安全性 職場の上下関係や発言による（悪）影響を恐れずに、自分が良いと思ったこと感じた
ことを気兼ねなく発言できる環境

（エ）職員の心身の健康保持増進
■取組体制等

・県の「ＣＨＯ構想推進事業所登録」事業への参加
・「マイＭＥ-ＢＹＯカルテ」の登録、利用
・定期健康診断の実施及び診断結果に応じた保健指導の利用促進
・健康保険委員（協会けんぽ）の設置による職員への健康に係る広報等の充実

■職場における対策

・執務環境の確認と継続的な改善（空気環境、温熱条件、視環境等）
・感染症予防対策の実施（インフルエンザ予防接種費用補助等）
・熱中症予防対策の実施（空調ファン付き作業着、スポーツドリンクの配布等）
・ハチ刺されによる重症化を防ぐ、ハチアレルギー抗体検査費用の補助
・受動喫煙防止対策の徹底
夏季のスポーツドリンクの配布

■メンタルヘルス対策

・専門機関によるストレスチェックの実施（年１回）及びカウンセリング等の体制整備
・ハラスメント防止や「心理的安全性」の確保による風通しのよい職場の実現
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（オ）男女共同参画への対応
男女平等による職員公募、採用や意欲と能力のある女性職員の積極的登用に努めると
ともに、出産、育児や介護を行う職員の仕事と家庭の両立が図られるよう様々な取組を
進めています。
・女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定、届出、厚生労
働省の「女性の活躍推進企業データベース」に公表
・えるぼし認定（女性活躍推進法第 9 条の認定）の取得に向けた取組
・出産、育児や介護に係る休暇、休業取得及び短時間勤務職員の深夜勤務、時間外勤務の制限等を規定

（カ）高齢者雇用への対応
優秀な高齢者が有するスキルやノウハウを活かせるよう高齢者雇用に取り組んでいま
す。高年齢の職員が安心安全に働ける職場環境づくりや労働災害の予防の観点から、転
倒防止、落下防止、熱中症予防、健康増進等、作業や職場環境の配慮事項を取組方針「エ
イジフレンドリーな職場環境を目指して」としてとりまとめ職員に周知しています。
（キ）労働環境確保のその他の取組
・最低賃金の履行確保、社会保険への加入、労働契約書の交付等の遵守
・無期労働契約制度、福利厚生活動への補助、ボランティア休暇制度の整備
・有期雇用職員への公正な待遇の確保（年次有給休暇、予防接種費用補助、福利厚生活動、研修等）

（ク）労働条件審査

・令和２年度に公共サービスの質の向上のため、社会保険労務士による「労働条件審査」を受審（審査
結果：法令評価「４」（最高「５」の５段階評価）労働環境モニタリング「A」（最高「A」の５段階
評価））

【計画書 12】令和４年度事業内容
】令和４年度事業内容
１．指定期間を通じて効果的・効率的に指定管理業務をおこなうための人員配置等の状
況
（ア）人員配置の考え方
・記載の内容で実施します
（イ）現地職員の配置計画
・人員配置計画は、総括管理主任に代わり副園長を配置します。その他記載の内容で
実施します
（ウ）特に都市公園管理の専門知識や経験を有している者の配置状況
・記載の内容で配置します
（エ）県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との連絡体制及び関係機関
における効果的、効率的な情報共有の考え方と仕組み
・記載の内容で実施します
２．業務の一部を委託する場合の管理・指導体制の状況
（ア～ウ）委託業務の管理の考え方、指導監督の内容、本公園で重視する視点
・委託業務の管理の考え方、指導監督の内容、本公園で重視する視点など、記載の内
容で実施します
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３．指定期間を通じて安定して指定管理業務を行うための日々の
３． 指定期間を通じて安定して指定管理業務を行うための日々の OJT や研修等の人材
育成体制や職員採用の状況、チームワーク保持や労働時間短縮の取組、職場のハラ
スメント対策など適切な労働環境の確保に係る取組状況育成体制や職員採用の状況、
スメント対策など適切な労働環境の確保に係る取組状況育成体制や職員採用の状況、
チームワーク保持や労働時間短縮の取組、職場のハラスメント対策など適切な労働
環境の確保に係る取組状況
（ア～ウ）人材育成の考え方、職員の採用、働きやすい労働環境の確保
・人材育成の考え方や職員の採用、働きやすい労働環境の確保など、記載のとおり取
組みます
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計画書 1３「コンプライアンス、社会貢献」
（１）指定管理業務を実施するために必要な団体等の企業倫理・諸規程の整備、施設設
備の維持管理に関する法規や労働関係法規などの法令遵守の徹底に向けた取組の
状況（労働条件審査の実施予定など施設職員に係る労働条件の確認の有無を含む）
ア 基本的な考え方
グループ代表は、公益財団法人としての社会的信頼性の維持、業務の公正性を確保する
ため、すべての役職員に法令及び協会の諸規程の遵守を徹底するとともに、常に社会規範
や社会的責任を念頭に置いて業務を執行することで、公益目的を達成し、社会に貢献でき
るよう取り組んでいます。
行政庁等による検査・監査の受検、理事・監事及び評議員による執行状況の監督、「コ
ンプライアンス要綱」に基づくコンプライアンス委員会や内部通報制度による厳重なチェ
ック体制を整備するとともに、「コンプライアンスガイドライン」では具体的な行動指針
を示し、役職員一人ひとりの意識向上に努めています。特に、個人情報保護やソーシャル
メディア利用、ハラスメント防止対策については個別に規程を定め、役職員への教育・研
修や「事故・不祥事防止会議」等を通じて周知徹底を図っています。

イ 諸規程の整備状況
別添のとおり、諸規程類（組織、経理、給与、就業、個人情報保護、情報公開、文書管
理等の規程及び労働環境確保のための方針等）を整備しています。（指定管理業務におい
ては、グループ代表の個人情報保護規程、情報公開規程、文書管理規程等を遵守）
ウ 施設設備の維持管理に関する法規や労働関係法規などの法令遵守

■法令遵守の徹底に向けた取組
コンプライアンス要綱等に基づくチェック体制の整備や「コンプライアンスガイドラ
イン」の実践、教育・研修による周知徹底を図るとともに、業務執行状況について内部
検査指導要領に基づく検査を実施しています。
また、指定管理業務に係る県、外部有識者によるモニタリング、県監査委員監査を万
全な態勢で受検するとともに、公益法人認定法に基づく立入検査、第三セクター等指導
調整指針に基づく「自立した第三セクターのチェック」の機会も活用し正確な情報によ
り適正な法人運営に努めます。
■施設設備の維持管理に関する法規
公園施設の安全確保や利用者が快適に過ごせる場を提供するためには、都市公園関係
法令はもとより、設備点検に関する法律や衛生環境の確保に関する法律、消防法など各
種法令を熟知しておく必要があります。研修や講習会の受講、資格取得等を通じて各種
法令への理解を深めるとともに、法令に基づく点検や業務報告を確実に実施し、安全な
公園管理運営を図ります。
点検項目

受水槽点検
受変電設備点検
発電設備点検
空調設備点検

関係法令

建築物における衛生的環境
の確保に関する法律
電気事業法
フロンガス排出抑制法

点検項目

建築物点検
昇降機保守点検

消防設備点検
地下貯蔵タンク検査・点検

浄化槽点検

関係法令

建築基準法
消防法
浄化槽法

■労働関係法規
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働契約法等に
基づき、就業に関する規程を整備しており、これらを適切に運用し安全で快適な労働環
境を確保します。
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エ 指定管理業務を行う上での具体的な取組

■労働条件審査の受審（令和２年度に社会保険労務士による労働条件審査を受審）
・審査結果：法令評価「４」（最高「５」の５段階評価）
労働環境モニタリング「A」（最高「A」の５段階評価）
■反社会的勢力の排除（「神奈川県暴力団排除条例」の遵守）
・グループ代表の「コンプライアンスガイドライン」において、反社会的勢力との一切の関わりを禁止す
るとともに、本公園に「不当要求防止責任者」を配置
・委託業者の選定にあたり「県の競争入札参加資格者名簿」を活用し不良不適格業者を排除
■守秘義務
・指定管理業務を通じて知りえた情報の守秘義務（退職後も含む）について「コンプライアンスガイドラ
イン」に定め、研修等での指導を徹底
・業務の一部を第三者に委託する場合は、守秘義務について契約書等に記載し遵守を徹底
■文書の管理・保存、情報公開、各種報告書等の提出・公開
・取得・作成した文書は「県文書管理規程」に基づいて定めた「文書管理規程」により管理・保存
・県の指定管理者のモデル規程に即して整備した「情報公開規程」に基づき対応
・各種報告書等を適正に作成・提出期限内に提出し、県指定の報告書等はホームページ上で公表
■管理口座・区分経理
・管理口座及び会計処理について、指定管理業務と他の業務を区分して管理
■保険の付保
・施設賠償責任保険・施設災害補償保険（１事故当たり４億円｛適用回数は無制限｝）及びイベント保険等に加入

（２）指定管理業務を行う際の環境への配慮の状況
持続可能な社会を公園から：
：「2030 年までに誰ひとり取り残さない持続可能な社会を
目指す」SDG では、経済、社会、環境の三側面の調和が重要とされており、この認識も
踏まえて環境分野の目標達成に向けて取り組みます。
ア 環境負荷軽減の具体的取組 ４つの環境目標

低炭素社会への貢献
生物多様性保全
再生可能エネルギーの導入促進：再エネ電力の
生態系に配慮した管理：
：草地、樹林地、水辺等環境
に応じた管理（刈残し、繁殖期への配慮）
積極的活用、太陽光発電の活用
環境負荷軽減の取組：樹林地の適正管理、事務所
希少種保護：
：モニタリング、採集禁止、生息環境維持
等の省エネ、ＥＶの活用、アイドリングストップ呼
外来種防除：
：ペット等の放野防止、駆除活動
びかけ
循環型社会への貢献
普及啓発の促進
ゼロエミッション：植物発生材の園内活用、イベ
環境学習イベント：
：観察会、学校団体受入れ
ント等のプラゴミ抑制、ごみゼロアクセス
市⺠団体との連携：活動の場提供と活動支援
グリーン購入：管理物品調達におけるグリーン
職員の意識向上：内部研修、「環境マネジメントシ
購入促進
ステム」による PDCA

イ 環境目標達成におけるポイント
■グリーン購入の推進
「神奈川県グリーン購入基本方針」に即し、グループ代表が定めた「神奈川県公園協会
グリーン購入に関する方針」に基づきグリーン購入に取り組みます。
具体的な購入品：トイレットペーパー・コピー用紙・文具等
■再生可能エネルギーの導入促進
・エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づき、温室効果ガスの削減に取り組む
とともに、エネルギー使用量を測定記録し年 1 回県に報告
・再生可能エネルギーの使用率が高い電力会社の導入を積極的に促進

ウ 環境マネジメントシステムによる実効性の担保
「エコアクション 21※」を参考として独自に構築した環境マネジメントシステムによ
り、行動目標を定め、総合的な環境マネジメントを推進し環境負荷の軽減と自然環境保
全の普及啓発を図っています。取組は PDCA サイクルにより継続的に向上を図ります。
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環境推進委員 公園ごとに選任、公園の特性を
踏まえた年度目標の設定と取組の自己評価
本部環境推進委員 法人としての評価を行い、
次年度目標への助言、具体取組への展開

※エコアクション 21 とは、環境省が
策定した日本独自の環境マネジメン
トシステム（EMS）。組織や事業者等
が環境への取組を自主的に行うため
の方法を定めています。

エ 本公園での具体的な取組

■環境負荷軽減の取組
植物発生材のリサイクル：間伐材等の発生材はチップ化し園路整備等に活用
太陽光発電蓄電池の活用：公園管理事務所に既設置の設備の点検活用
バイオトイレの適正管理等：せせらぎの園のバイオトイレの適正管理
電気自動車の活用：園内作業車として電気自動車を活用し CO2 排出抑制
■自然環境の保全に配慮した管理運営と環境教育の取組
外来種防除：メリケントキンソウ、セイタカアワダチソウ等の駆除
園内動植物の調査、希少動植物の保護：
「樹林地管理基本計画」に基づく山野草等の調査
と保護、地域団体「さがみはら緑の風」等と連携した生物モニタリング
観察会の実施：公園スタッフによる定期的な自然観察会、
「さがみはら緑の風」と連携した自然観察会
丹沢のビジターセンター、大学との連携：
「秦野ビジターセンター」等と連携した丹沢大
山関係展示、
「麻生大学」等と連携した公園を活用した環境教育の実施
（３）障害者雇用促進法の法定雇用率の達成状況等、障害者雇用促進の考え方と実績
ア 法定雇用率の達成状況、未達成の場合の今後の対応
（ア）障害者雇用状況（令和 3 年６月１日現在）
区分
グループ代表

サカタのタネ
サカタのタネグ
リーンサービス

法定雇用障害者数
うち常用雇用障
実雇用率
不足数
の算定の基礎とな
害者数（Ｂ）
（Ｂ）/（Ａ）×100 （Ａ）×法定雇用率−（Ｂ）
る労働者数（Ａ）
194 人
4人
2.06％
０人
1,022 人

22.5 人

2.20%

0人

147.5 人

9人

6.10%

０人

（イ）未達成の場合の今後の対応 達成済み
（ウ）障害者雇用促進法に基づく国（公共職業安定所⻑）からの障害者雇入れ計画作成命令の有無

□有（計画作成命令を受けた後の対応について：

）

☑無
イ 障害者雇用促進の考え方と実績
■障がい者への就労機会提供の取組
グループ代表は、障がい者の就労を支援するため、指定管理業務や公益事業を通じて
様々な取組を進めています。
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・指定管理業務における植物管理の一部を地元社会福祉法人に委託
・障がい者雇用に繋げるため神奈川障害者職業能力開発校実習生の職場体験を受け入れ
・障がい者を雇用する企業が生産した花苗の公園への植栽や地域緑化団体への配布
・福祉作業所等が作成した菓子やグッズを販売する場を提供
・グループ代表は、障害者雇用率３％以上等の要件を満たしているため、「かながわ障害者雇用ハート企業」とし
て県が公表

■障がい者雇用を行う企業等への積極的な業務発注
グループ代表は、障害者就労施設、障害者雇用企業等への積極的な業務発注を推進す
るため、「障害者就労施設等からの物品等の調達に関する方針」を定め、毎年度「実績」
を超える「調達目標」を設定し、その達成を図っています。調達方針・実績はグループ代
表のホームページで公表しています。また、グループ代表は⻑年「社会福祉法人すずら
んの会」に相模原公園の植物管理業務を委託していることから、令和２年度神奈川県工
賃向上支援事業「発注に貢献した企業」として表彰されました。
（近年の発注状況）
年度
平成 29 年度
平成 30 年度
令和元年度
令和２年度

調達目標
5,000,000 円
7,200,000 円
8,500,000 円
9,000,000 円

調達実績
7,135,366 円
8,352,366 円
8,783,936 円
8,222,302 円

主な調達内容
花壇植栽管理委託、草取り業務委託、苗木購入等
産業廃棄物処理委託、作業用ヘルメット購入等
植物管理委託、清掃業務委託、防災備蓄品購入等
植物管理委託、清掃業務委託、防災備蓄品購入等

グループ代表の次期指定管理期間における調達目標：指定管理期間中に 10,000 千円／年
本公園においても、清掃業務の委託、園内に植栽する花苗やイベント時の販売品の仕
入などにおいて、障害者就労施設等への積極的な業務発注に取り組みます。
次期指定管理期間における調達目標：指定管理期間中に 2,600,000 円（令和元年度実
績 2,350,000 円に対し 10％増）
（４）障害者差別解消法に基づく合理的配慮など、「ともに生きる社会かながわ憲章」
の主旨を踏まえた取組

ア 取組の考え方
障害者差別解消法及び「ともに生きる社会かながわ憲章」の制定主旨を踏まえ、合理
的配慮の提供や広報啓発・研修等に取り組んでいます。
また、障がいのある方とご家族、介助者等が利用しやすい環境整備を促進するとともに、
障がい者と障がい者以外の利用者が交流する機会を提供することで相互理解を促進し、イ
ンクルーシブな利用環境の確保に努めます。さらに、各公園における指定管理業務でのイ
ベント等を通じて障がい者支援、障がい者理解の普及啓発に関する取組を進めます。

イ 職員に対する研修
職員の障がいに関する理解を促進し、障がい者に対して適
切に対応するため、障害者基本法や障害者差別解消法等の趣
旨、法に基づく合理的配慮の考え方、「ともに生きるかなが
わ憲章」の理念等について研修を実施します。
研修では「神奈川県における障害を理由とする差別の解消
の推進に関する対応要領及び留意事項」や内閣府作成の「合
理的配慮の提供等事例集」を活用します。本公園では総括管
理責任者により、上記資料も活用し、日常の管理運営に即し
た職場内研修を実施します。また、県の「障害者理解促進研
修」を実施します。

障害者理解促進研修の実施

ウ 合理的配慮の提供の具体的な取組
県等が実施する施設のバリアフリー化等の環境の整備を基礎として、様々な障がいに
応じて個別に合理的配慮を提供し、社会的障壁の除去に努めます。

76

相模原公園
物理的環境への配慮
（障がいに応じた利用への配慮）
・公園管理事務所、グリーンハウ
スでの車いすの貸出
・車いす利用者の段差通行のため
の携帯スロープの配備、設置
・車いす利用者の目線を意識した
展示作成
・触ったり香りを嗅いだりできる
展示作成
・起伏のある公園での送迎等のサ
ービスや車両の乗り入れ対応

意思疎通の配慮
（障がいに応じた意思疎通への配慮）
・積極的な声掛けによる利用案内、障がいの状況に応じたゆっくり丁寧な
会話
・バリアフリーマップの作成・配布、ピクトグラムの設置
・神奈川県ウェブアクセシビリティ方針に準じたﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの作成・運用
・パンフレット等の点字化や読み上げ可能な電子データによる提供
・県の「色使いのガイドライン」に則った園内掲示物や配布物の作成
・手話講習会受講職員による窓口対応
・「耳マーク」の掲示による聴覚障がいの方への筆談などの配慮
・コミュニケーションボードやタブレット端末等の設置
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等への「ほじょ犬ﾏｰｸ」の表示（補助犬の施設利用の促進）
・障がいのある方の家族、介助者等コミュニケーションを支援する方への
丁寧な対応

エ イベント等への参加促進
グループ代表では、障がいのある方を対象としたイベントや障がいの有無に関わらず、と
もに楽しめるイベントの開催実績があり（ユニバーサルカヌー体験、ユニバーサルデー、ボ
ッチャ体験等）、本公園においても「地域福祉ふれあいフェスタ」等を開催します。

オ 公園利用者等への普及啓発
県との共同による「ともに生きるかながわ憲章」の巡回パネル展の開催や、普及啓発
ポスターの掲示を行いました。今後は、SDGs の「誰一人取り残さない」という理念も併
せて障がいのある方への適切な配慮について普及啓発を図ります。
（５）神奈川県手話言語条例への対応
聴覚障がい者の方の安心安全な公園の利用環境を確保するために、意思疎通、情報取
得のための重要な手段である手話を使いやすい環境づくりに努めます。

ア 具体的な取組
■普及体制
グループ代表本部に、手話講習会の企画、手話に関する
情報収集等を行う手話普及責任者（総務企画課⻑）を置き、
本公園には手話普及員（園⻑）を置き、手話の反復練習等、
職員の指導を行います。
■職員への教育、研修
手話講習会の開催
・外部講師を招いた手話講習会の開催
・朝礼や月例会議等を活用した手話の反復練習
・障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供及び「ともに生きる社会かながわ憲章」
の理念等に関する研修会の開催
■利用環境の向上
・手話講習会を受講した職員による窓口案内
・コミュニケーションツール（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末）の設置（再掲）
・電話以外の問い合わせツール（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾒｰﾙ、SNS、FAX）の用意
・必要に応じたイベント等における手話通訳者の配置
（６）社会貢献活動等、CSR の考え方と実績、SDGs（持続可能な開発目標 目標９
（イノベーション）、11（都市）、15（陸上資源））への取組

ア 社会貢献活動等、CSR の考え方と実績
（ア）考え方
グループ代表では、CSR を「社会貢献活動」はもとより、「公益法人としての設置目
的、コンプライアンス強化をベースに、事業運営を通じて地域社会への貢献、環境への
配慮を行い、地域の活性化に繋げていくこと」と幅広く捉えています。このことは持続
可能な社会を目指す SDGs の理念とも繋がるため、その取組に積極的にコミットしてい
ます。この目標を達成するため、公園管理運営事業や公益事業において幅広い活動を行
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っています。
サタカのタネグループは、CSR を「社業」や「社会貢献活動」を含め、企業が広く社
会で果たすべき責任であると捉え、「種苗を通じた社会貢献」に取り組むとともに、種
苗産業は自然環境や地域文化と強く結びついていることから、地域や自然環境への貢献、
植物を愛する心を育む次世代への啓発活動等に積極的に取り組んでいます。
私たちグループは CSR について以下のような考え方により実施しており、引き続き、
本公園の管理運営においてもグループが一体となった社会貢献活動等、CSR に取り組み
ます。
（イ）取組実績
■グループ代表

公園管理運営事業等を通じた取組
・地元企業への発注・物品調達、地域
雇用、地元商工会、観光協会との連
携、地域活性化イベント等による経
済の地域循環
・公園緑地に関する大学等の研究、教
育の場の提供、幼稚園、学校等の校
外学習への協力
・企業の CSR 活動の支援
・フォトコンテスト等による県立公園
全体の PR、自然環境の保全等の普
及啓発
・グリーンアーカイブスでの公園緑地
関係資料の保存・整理・閲覧
・公園・緑地に携わる官⺠の関係者を
対象に「都市公園における公⺠連携
のあり方」講演会開催

■サカタのタネグループ

社業を通じての CSR
・育種での貢献
・環境浄化植物での環境への貢献（サ
ンパチェンス開発等）
・緑化事業での貢献（屋上緑化、壁面
緑化技術開発）

「公⺠連携のあり方」講演会
の開催（グループ代表）

公益事業等としての社会貢献
・自治会、市⺠団体等の緑化活動を促進するため、公募による活
動団体への花苗配布を実施（福祉施設が生産した花苗を調達
し配布）
・県内の幼稚園、保育園に職員等を派遣し、野菜の栽培管理・指
導等を通じた食育の普及啓発を実施
・大和市渋谷学習センターで「親子で学ぶ SDGｓ入門」出張講
座を開催
・学校等への講師派遣による自然環境の保全等に関する普及啓
発を実施
・横浜市の「ガーデンネックレス横浜」に参画し、市街地の緑化
活動の一環として神奈川県庁にハンギングバスケットを展示
・地域と連携した公園周辺道路等の清掃活動「ゴミゼロアクセ
ス」を実施
・遊休農地を借り上げ、県内の学校、商業施設等の緑化活動に活
用される苗木を生産
・東日本大震災、熊本地震被災地への寄付活動の促進(（一財）
日本公園緑地協会を通じた寄附)
社会貢献活動等
・地域社会への貢献（横浜市文化事業への協力）
・次世代への貢献（学校での事業、食育・花育）
・社会貢献団体への協力（骨髄バンク、ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ運動への寄付）
・地域緑化への貢献（本社公開空地）
・災害復興支援（希望のタネを撒こう）

県庁へのハンギングバスケット 次世代への貢献（学校での授業）
の展示（グループ代表）
（サカタのタネグループ）

イ SDGs（持続可能な開発目標 目標９（イノベーション）、11（都市）、
15（陸上資源））への取組
グループ代表では 2017 年 12 月の
※１
エコプロ への出展を契機に、いち早
グループ代表の SDGs 推進モデル
く公園の管理運営と SDGｓの親和性
「公園の都市インフラ機能」を
「パートナーシップ」により強化
に着目し、段階的に様々な取組を進め
し課題解決に取り組む
てきました。
※１東京ビッグサイトで開催される環
境配慮サービス等に関する展示会
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※２：グループ代表が、公園の管理運営での SDGs 推進に取り組むため、2017 年度〜2021 年
度に積み立て、2022 年度以降の活動に充てる資金。SDGs 推進事業積立資産（積立金 46,350
千円）は事業展開に、SDGs 推進資産取得積立資産（13,300 千円）は機器類の購入に充当
強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及
びイノベーションの推進を図る

地域での普及活動実績
「親子で学ぶ SDGs 入門」大和市
災害時の公園のポテンシャルの向上：大規模災害等を想定した防災機 渋谷学習センターからの依頼によ
る親子向け SDGs 学習講座。グル
能向上、樹林地の維持管理による災害防止と軽減
再生可能エネルギーの積極的な活用：再生可能エネルギーを活用した ープ代表がコーディネート役とな
り、公園で活動する市⺠団体によ
電力確保の促進、発生材の園内活用
るプログラムの
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実 体験、一人一人が
取 り 組 め る
現する
誰もが安全安心に楽しめる公園管理：障がい者、子育て世代、高齢者、 「SDGs」を紹介
2020 年９月開催
外国人等への対応、地域と連携した事故防止のための取組
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対応、
ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。
生物多様性に配慮した維持管理：希少動植物の保護、外来種防除、公園の環境特性に合わせた生態系保全
環境教育の推進：観察会等の開催、市⺠団体等との連携・活動活性化

■本公園での具体的な取組

すべての人が安全安心にすごせる公園管理：障がい者団体への維持管理作業委託やイベント
での物販等出店連携、ボランティア団体と連携した公園の防犯や危険個所情報提供の取り組
み、高齢者施設の園内車両乗り入れサポート、子供と共に行う花壇づくり等
防災拠点としての公園管理：相模原市麻溝公園近隣施設協議会と連携した防災体制
の構築、災害用備蓄用品の保管管理、太陽光発電の活用及び機器類の点検等
生物多様性の保全：樹林の下草刈り、間伐等による生物多様性のための管理、オオブタ
クサやハコベホオズキ等外来種の除去活動、市⺠団体と連携した自然観察会やツリーク
ライミング等の自然体験会の実施等
県⺠の健康増進のための取組：園芸療法を取り入れた維持管理、ノルディックウォーキン
グ等園内の特性を活かした健康プログラムの提供
地球環境に配慮した公園管理の実践：植物発生材の堆肥リサイクル太陽光発電蓄
電池の活用、バイオトイレ、屋上緑化の適正管理等
学びの場としての公園：公園ナビステーション等を活用した緑の普及啓発に関す
る講座の開催、アーカイブスの促進による学びの場の提供
地域との協働による公園管理：フレンズ制度による市⺠参加の促進、子供や福祉
団体等と連携した花壇づくり、周辺機関と連携した防災力の充実等
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【計画書 13】令和４年度事業内容
】令和４年度事業内容
１．指定管理業務を実施するために必要な団体等の企業倫理・諸規程の整備、施設設
１．指定管理業務を実施するために必要な団体等の企業倫理・諸規程の整備、施設設
備の維持管理に関する法規や労働関係法規などの法令遵守の徹底に向けた取組の
状況（労働条件審査の実施予定など施設職員に係る労働条件の確認の有無を含む）
（ア～エ）基本的な考え方、諸規程の整備状況、施設設備の維持管理に関する法規や労
働関係法規などの法令遵守
・グループ代表本部主導により記載の内容で実施します
２．指定管理業務を行う際の環境への配慮の状況
（ア～ウ）環境負荷軽減の具体的取組、環境目標達成におけるポイント、環境マネジメ
ントシステムによる実効性の担保
・グループ代表本部と連携しながら、記載の内容で実施します
（エ）本公園での具体的な取組
・ビジターセンターや大学等と連携した環境教育プログラムについて調整するほか、
記載の内容で取り組みます
３．障害者雇用促進法の法定雇用率の達成状況等、障碍者雇用促進の考え方と実績
（ア～イ）法定雇用率の達成状況、障害者雇用促進の考え方と実績
・各社本部と連携しながら取組みます
４．障害者差別解消法に基づく法理的配慮など、「ともに生きる社会かながわ憲章」の
４．障害者差別解消法に基づく法理的配慮など、「ともに生きる社会かながわ憲章」の
趣旨を踏まえた取組
（ア～ウ）取組の考え方、職員に対する研修、合理的配慮の影響の具体的な取組
・グループ代表本部と連携して進めるほか、本公園においては車いす利用者の段差通
行のための携帯スロープの配備について検討します。その他、記載の内容で実施しま
す
（エ～オ）イベント等の参加促進、公園利用者等への普及啓発
・「地域福祉ふれあいフェスタ」の開催に向け、関係団体との調整を行います。あわせ
て、同イベントにおいて障害のある方への適切な配慮について普及啓発に努めます
５．神奈川県手話言語条例への対応
・グループ代表本部と連携しながら、記載の内容に取組みます
６．社会貢献活動、CSR
６．社会貢献活動、CSR の考え方と実績、SDG
の考え方と実績、SDGｓ（持続可能な開発目標
SDGｓ（持続可能な開発目標 目標９（イノベ
ーション）、11
ーション）、11（都市）、
11（都市）、15
（都市）、15（陸上資源））への取組
15（陸上資源））への取組
（ア～イ）社会貢献活動・CSR の考え方と実績、SDGｓ（持続可能な開発目標への取組
・各社本部との連携により取組むとともに、「すべての人が安全安心に過ごせる公園
管理」「防災拠点としての公園管理」「生物多様性の保全」「県民の健康増進のための
取組」「地球環境に配慮した公園管理の実現」「学びの場としての公園」「地域との協
働による公園管理」について記載の内容で取組みます。
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計画書 14「事故・不祥事への対応、個人情報保護」
（１）募集開始の日から起算して過去 3 年間の重大な事故または不祥事の有無ならびに
重大な事故等があった場合の対応状況及び再発防止策構築状況
ア 募集開始の日から起算して過去３年間に重大な事故または不祥事の有無
無し

イ 事故等があった場合の再発防止策構築状況
事故等があった場合は、次のとおり迅速、的確に対応し、再発防止の徹底を図ります。

・グループ代表の「事故防止対策会議の実施要領」基づき、本公園に「事故防止対策会議」を設置し、事
故原因の究明、事故防止対策の検討を行い、本部に報告するとともに全職員に周知
・重要な事故等については、グループ代表の「事故対策委員会設置要領」に基づき、本部に「事故対策委
員会を設置し、事故等にかかる対応策、原因の究明、再発防止、職員に対する事故等の防止の啓発等に
ついて協議
・グループ代表の役員、全ての所属⻑が出席する「事故・不祥事防止会議」において周知・共有
・事故・不祥事等が発生した場合は「事故・不祥事等に関する報告書」により、速やかに県に報告（指定
期間開始までに連絡網を県に報告）

（２）個人情報保護についての方針・体制、職員に対する教育・研修体制及び個人情報の取扱いの状況

ア 個人情報保護のための方針・体制
グループ代表では、公園利用者からの信頼を得るためには、利用者等の個人情報を適
切に管理することが必要不可欠であるとの認識のもと、「個人情報保護方針」を公表し、
公益財団法人神奈川県公園協会個人情報保護規程（以下「個人情報保護規程」という。）
をはじめ諸規程を整備し、個人情報の適正な保護に取り組んでいます。
神奈川県公園協会個人情報保護方針（抜粋）
１．法令・規範の遵守
・個人情報保護に関する法律、県個人情報条例及び協会個人情報保護規程などの法令・規範を遵守する。
２．個人情報の適正な管理及び研修
・職員から個人情報管理者を指名するとともに、公園ごとに個人情報責任者・取扱従事者を置き、必要
かつ適正な措置を講ずる。
・すべての職員に個人情報の取扱いについて研修を行う。
３．個人情報の利用目的の範囲内での取得
・個人情報の取得に当たっては利用目的を明らかにし、本人同意のもと必要な範囲で取得し、取得した
個人情報は利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用は行わない。
４．個人情報の安全管理
・取得した個人情報は、漏洩、滅失または毀損の防止など安全管理に必要かつ適正な措置を講ずる。
５．個人情報の第三者への提供
・取得した個人情報の第三者への提供は、利用目的に従った範囲内で適正に行い、本人の承諾を得た場
合及び法令による場合を除き個人情報を第三者に提供しない。
６．個人データの開示及び消去等
・保有する個人データについて、本人から開示、訂正、利用停止等の申し出があった場合は適正に対応
し、保有の必要性がなくなった個人データは速やかに消去・廃棄する。
７．相談窓口の設置

■個人情報保護のための組織体制
グループ代表では、「個人情報保護規程」に定められた内容の実効性を確保するため、
事務局⻑を個人情報管理者に指名し、協会が保有する個人情報に関する規定等の整備や
研修の実施など必要な措置を講ずることとしています。
また、公園で管理する個人情報を適正に管理するため、園⻑を業務にかかる個人情報
取扱責任者として、公園職員のうち実際に個人情報を取り扱う職員を個人情報取扱従事
者に指定することにより、個人情報の管理責任を明確化し、個人情報保護に取り組んで
います。
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グループ代表における個人情報保護に関する組織体制
理事⻑

事務局⻑（個人情報管理者：個人情報の規定の整備、研修の実施、個人データの取扱状
況の点検・監査）
個人情報取扱責任者（園⻑を公園における取扱責任者として指定）

個人情報取扱従事者（公園職員のうち個人情報を取り扱う者を指定）
※個人情報の取扱いに関する相談窓口を総務企画課に設置

■個人情報保護のための諸規程の整備

グループ代表では、県の個人情報保護条例及び指定管理者と県が締結する基本協定に
基づき、個人情報保護規程を定め、さらに同規程第 9 条（個人データの適正管理）を受
け作成した「協会が保有する個人情報の扱いに関するガイドライン」において具体的な
取扱事項を定めるなど、個人情報保護に関する諸規程を整備しています。
マイナンバー制度にかかる役職員及び外部講師等の特定個人情報については、「特定
個人情報の適正な取扱いに関する要綱」を定め、指定された職員が専用機器においてデ
ータ管理を行うなど、厳重に管理しています。
・個人情報保護方針

・公益財団法人神奈川県公園協会個人情報保護規程
個人情報に関する規程

・協会が保有する個人情報の扱いに関するガイドライン
・特定個人情報の適正な取扱いに関する要綱
・ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン

なお、グループ代表のホームページにおいて、個人情報保護方針、個人情報保護規程、
特定個人情報の適正な取扱いに関する要綱を公表しています。

イ 職員に対する教育・研修体制
新規職員研修や実務者担当者研修において、上記の方針や規程等の周知を図ります。
所属⻑会議において個人情報保護に関する規定の改正等の周知を行い、また、事故・不祥事
防止会議で機会をとらえて個人情報保護に関する事故や事例の研究、未然防止対策、事後対
策を共有しています。これを受けて、園⻑は職場会議等を開催するなどして、個人情報保護
の徹底を図っています。
・「新規職員研修」、「実務担当者研修」(年 1 回)
ウ 個人情報の取扱いの状況

・「所属⻑会議」、「事故・不祥事防止会議」(月 1 回程度)
・必要に応じて県等が主催する外部研修を受講

■厳格な取扱いの徹底
個人情報等の情報管理に関するチェックリスト等に基づき、厳格な管理を行います。

・個人情報に係る資料、個人データの漏洩、盗難防止のため、金庫、鍵付き書庫等で厳重に管理
・不用となった個人情報については、紙媒体はシュレッダー、電子媒体は外部メディアの物理的破壊等
による復元不可能な状態での確実な削除・廃棄
・イベントの写真撮影時等における個人が特定されないよう配慮の徹底
・特定個人情報を扱う機器の特定及び作業場所の限定の徹底

■個人情報の漏えいが発生した場合の対応
公園で個人情報の漏えいが発生した場合、速やかに個人情報管理者に報告し、個人情
報管理者は対象となる方々や関係機関に報告し、二次漏えいの防止措置を講じます。ま
た、速やかに再発防止策を検討し必要な対策を講じます。
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■電子データの取扱いに関するセキュリティ強化
・不要になったパソコン、サーバー等を廃棄処理する場合は、「協会が保有する個人情報の扱いに関するガイ
ドライン」に基づき、内蔵ハードディスクの物理的破壊による確実なデータ消去
・廃棄物業者に委託する場合、職員立ち合いのもと専用機器を用いたハードディスクの物理的破壊及びデータ
復元不可能状態の確認の徹底。マニフェストに基づく産廃処理の確認
・県主催「サイバーセキュリティセミナー」の受講や、専門業者への日常的な相談等による積極的な最新セキ
ュリティ対策の情報収集
・ウイルス感染や不正アクセス等に備え、被害拡大防止と速やかな復旧を図るため「対応マニュアル」や体制
整備
・第三者の専門機関による情報システムの安全性の確認履行済み

■ソーシャルメディア利用での対応
情報発信にあたりソーシャルメディアの重要性が増すなか、拡散性、双方向性等の特
性から個人情報保護への配慮について必要な取り組みを進めています。
・グループ代表「ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」に基づく個人情報の適切な取り扱い
・本グループがソーシャルメディア上に個人情報を書き込む場合は事前の本人同意を徹底
・投稿者（本グループ以外）が投稿者自身以外の個人情報を書き込んだ場合、協会の権限の範囲内におい
て他人の個人情報記載を控える旨の注意喚起や投稿を削除

■情報公開への対応
文書等の情報公開の申し出があった場合は、グループ代表の「情報公開規程」の定め
により、公開の申出に係る文書等に、特定の個人が峻別され、若しくは峻別され得るも
の又は特定の個人を峻別することができないが、公開することにより、個人の権利利益
を害する恐れのあるものは、公開しないこととしています。
【計画書 14】令和４年度事業内容
】令和４年度事業内容
１．募集開始の日から起算して過去 3 年間の重大な事故または不祥事の有無ならびに重
大な事故等があった場合の対応状況及び再発防止策構築状況
（ア）募集開始の日から換算して過去 3 年間に重大な事故または不祥事の有無
・無し
（イ）事故等があった場合の再発防止策構築状況
・グループ代表本部と連携しながら記載の内容で対応し、再発防止の徹底を図ります
２．個人情報保護についての方針・体制、職員に対する教育・研修体制及び個人情報の
取扱いの状況
（ア〜エ）個人情報保護のための方針・体制、職員に対する教育・研修体制、個人情報
の取扱いの状況
・グループ代表本部と連携し、記載の内容で実施します
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