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指定管理者による公の施設の管理運営状況

平成29（2017）年度

栃木県那須野が原公園施設名

県土整備部都市整備課施設所管課

那須野が原公園指定管理グループ指定管理者

・公益財団法人栃木県民公園福祉協会（法人番号9060005007605）

・栃木県造園建設業協同組合（法人番号8060005000511）

指定期間 平成26（2014）年４月１日～平成31（2019）年３月31日

１ 施設の概要

那須塩原市千本松８０１－３施設所在地

① 指定管理者による管理面積 ５６．９ｈａ（ファミリープールを除く ）施設の概要 。
② 主要な施設

テニスコート、フィールドアスレチック、そり遊び広場、オートキャンプ場、
サンサンタワー、わんぱく広場、はらっぱ、緑の相談所、貸し自転車、
バッテリーカー、ファミリープール 等

① 公園の維持管理に関する業務業 務 内 容
② 有料公園施設の利用の許可に関する業務

③ 公園の運営に関する業務

２ 収支の状況

（千円）平成29（2017）年度

収入 支出

指 ８１，２５７ 指 ７，９５０指定管理料 事業費

定 ３５，９７６ 定 ６６，２８７利用料金収入 管理運営費

管 ６１８ 管 ４１，９０４その他収入 人件費※１

理 理 ５，８００その他支出※１

１１７，８５１ １２１，９４１※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲４，０９０

自主事業 １９，２１５ 自主事業 ２１，４７１

自主事業収支差額② ▲２，２５６

▲６，３４６収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・負担金 ５６４千円 ・租税公課費 ５，８００千円

・利息 １千円

・雑収入 ５３千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。

平成28（2016）年度（前年度） （千円）

収入 支出

指 ８１，２５７ 指 ７，５６６指定管理料 事業費

定 ３５，９７８ 定 ６２，０３１利用料金収入 管理運営費

管 ４５８ 管 ４７，０１８その他収入 人件費※１

理 理 ５，８９０その他支出※１

１１７，６９３ １２２，５０５※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲４，８１２

自主事業 ２８，１１７ 自主事業 ２８，８４３

自主事業収支差額② ▲７２６

▲５，５３８収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・負担金 ４４９千円 ・租税公課費 ５，８９０千円

・利息 １千円

・雑収入 ８千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。
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３ 利用状況

平成29（2017）年度平成28（2016）年度

公園利用者 ２１１，３３４人 ２３２，２９４人

平成29（2017）年度施 設 名（利用料金施設） 平成28（2016）年度

フィールドアスレチック １６，２６４人 １８，３０７人

そり遊び広場 ７，１１８人 ６，７８８人

テニスコート １７，１４１人 １４，２４５人

オートキャンプ場 １５，６４８人 １５，６７０人

サンサンタワー ４，１６３人 ５，４８６人

合 計 ６０，３３４人 ６０，４９６人

施 設 名 平成29（2017）年度平成28（2016）年度

相談件数 １４６件 １４５件

催し物回数 ４８回 ５０回

緑の相談所 （延べ人数） （１８，９３９人） （１９，１６６人）

講習会回数 ３０回 ２９回

（延べ人数） （４５１人） （５７６人）

４ サービス向上に向けた取組

(1)基本テーマに基づいた管理運営

・園内３つのゾーンに分かれた、それぞれの特色を活かした管理運営を行った。

・都市緑化の推進拠点として、緑化団体との協働により、緑の相談所において多種多彩な講座や

展示を行った。

(2)利用者満足度を高める管理運営

・公園外周路の積雪時に路肩の位置がわからなくなって脱輪しやすい箇所について、伐採木を再

利用した杭で路肩の位置を表示して安全向上に努めた。

・テニスコート周囲など、日陰が多く積雪時に利用できなくなる場所については、積極的に剪定

を行い、日陰を減らして利用停止期間の短縮を図った。

、 、・東電と協力し 送電線下の安全確保と併せてフィールドアスレチック場内の間伐・剪定を行い

場内の日照・通風の改善に努めた。

・地元の郷土芸能や小学校の吹奏楽の演奏を新緑の中で行うサンサンフェアを開催した。

・プール利用者へ公園内の他の施設の割引券を配布し、施設の利用促進を図った。

・テニスコートやオートキャンプ場の予約状況が、ホームページからいつでも確認できるように

している。

・緑の相談所の講座受講の申し込みをホームページからいつでも受付できるようにした。

・年末年始にオートキャンプ場を営業し、宿泊者対象にサンサンタワーから初日の出を見るイベ

ントや、宿泊者対象にリコーダーの夕べの演奏会５日、クラフト教室３日を実施した。

(3)自然環境を保護・保全する管理運営

・計画的な間伐やエリア分けによる選択的除草により、動植物の生態に配慮した管理を行った。

・クワガタ教室や昆虫展など、自然や生き物に対する関心を高める催しを開催した。

(4)地域活動拠点として地域とともに生きる公園づくり

・展望塔（サンサンタワー）において、那須塩原市と共催で田園空間博物館サテライト写真展を

開催した。

・地元の博物館運営協議会や水・土・里ネット那須野ヶ原と協働で、那須野が原の歴史と文化を

探訪する「那須野が原ウォーク」を開催した。

・周辺の道の駅や那須塩原市観光協会にチラシを持ち込み、周辺施設と連携した広報活動を行っ

た。

・愛パークとちぎの２団体と連携し、地域企業・住民と公園環境美化の向上に取り組んだ。

・地元高校生を対象としたテニスセミナーを開催した。

(5)効率的・安定性のある管理運営

・ご意見箱、電話、メール等により利用者の意見を受け付けた。
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・利用者の意見を把握する機会を増やすため、利用者がスタッフへ直接意見を話しやすい環境、

雰囲気づくりを心がけた。

・苦情内容を全従業員に周知、徹底させ、原因究明と再発防止に向けて取り組んだ。

・公園管理運営士など、公園管理運営技術に関する有資格者を配置した。

・災害発生時のマニュアルを作成し、来園者の避難誘導等安全確保に努めた。

・巡回による、安全確保と防犯を徹底した。

・一括契約、一括購入により経費削減を図った。

・ホームページを活用し、利用者への情報提供（特に旬な情報の発信）を積極的に行った。

・コンソーシアムを活用し、自然災害発生時のパトロールや枯損木の伐倒、枯枝の除去を効率的

に実施した。

(6)施設利用提供の実施計画

・年間を通じて管理事務所を開所した。

・年末年始にオートキャンプ場を営業した。

・行楽シーズンには有料施設休業日(火曜日)に営業を行い、来園者へのサービス向上に努めた。

・とちぎ健康づくりロード「赤松ロード」が設置され、利用者への情報提供を開始した。

・オートキャンプ場においては、予約状況をホームページで公開するとともに、申込みも受け付

けられるようにし、公平性と透明性を確保した。

・テニスコートの大会予約については調整会議を行い、公平に利用できるようにするとともに、

予約できる期間を制限し、多くの人が利用できるように配慮した。

５ 利用者意見への対応

利用者意見の把握方法

・管理事務所に意見箱を常時設置し、ご意見票を回収

回収件数 １４２件

主なご意見票の項目 良い 良い方 あまり良くない 悪い

公園内はきれいでしたか ５１．５％ ３６．７％ ７．１％ ４．７％

公園の管理状況はいかが ５１．１％ ４０．９％ ３．７％ ４．３％

でしたか

花壇や樹木などの植物の ６４．０％ ３１．４％ ３．３％ １．３％

管理状態はいかがでした

か

スタッフの対応はいかが ６９．３％ ２４．３％ ３．６％ ２．８％

でしたか

・ホームページで意見を受付

・イベントや緑の相談所の講座の参加者へアンケート調査を実施

・近隣の自治体等と構成する那須野が原公園連絡協議会を開催し、意見・要望を聞き取り

主な利用者意見（苦情・要望） 対 応

・キャンプ場サイト内の松ぼっくりをもう少し片付け ・サイト内の清掃を適時実施し、良い状態

てほしい。 を保っていく。

・キャンプ場のトイレをきれいにしてほしい。 ・トイレ清掃・点検のチェックシートを活

用し、もれなく各トイレの管理を強化す

る。

・キャンプ場は長い間利用するためには洗濯は欠かせ ・連泊の場合、通常の清掃時間に洗濯機・

ないので、洗濯機・乾燥機がきれいに清掃されてい 乾燥機を使用されているため、清掃を省

ると気持ちよく使える。 いてしまうことがあったが、気持ちよく

利用して頂けるよう、省くことなく清掃

を必ず実施するようにする。
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主な利用者意見（積極的評価）

・遊ぶところがいろいろあってとても楽しかった。

・自然の中の花がたくさんあってとても良い。大好きです。

・初めてキャンプに来て、バーベキューグリルの使い方や火のおこし方など親切に教えていただい

て、とても助かった。

６ 指定管理者による自己評価

成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組

・ご意見票の要望に応えて、園内全トイレに鏡を設置した。

・カタクリ群生地について、保全用の柵の設置と来園者へのＰＲに努めた。

・展望塔北側斜面にクリスマスローズを計画的に植栽して早春の花の見どころを増やした、

・伐採木等の廃棄については、製紙材料としてリサイクル可能なものはリサイクルさせて廃棄コス

トの低減を図るとともに、園内の施設保全や利用者の安全確保対策に再利用して、循環型社会実

現のための取り組みを行った。

・ホームページの掲載内容を充実させた。

・地元の高校生を対象にテニスセミナーを開催した。

・公園施設の利用促進を図るため、プール利用者に施設の割引券を配布した。

・緑の相談所はインフォメーション機能も求められるため、接客・接遇に力を入れた。

・乳幼児連れの家族に配慮し、わんぱく広場の多目的トイレにおむつ交換台を設置した。

・清潔なトイレを提供するため、各洋式トイレに便座除菌クリーナーを設置した。

・周辺の道の駅や那須塩原市観光協会などにチラシを持ち込み、公園のＰＲに努めた。

・公園の利用促進と地域の活性化を図るため、サンサンフェアを開催した。また、地域に根差す公

、 。園利用を図るため 関係市町と連携しマスコットキャラクターによるクイズイベントを開催した

・県北地域の復興と子どもたちの元気を取り戻すため、ちびっ子ゲーム大会を開催した。

・地域の公園ボランティアとの協働により、花壇の植栽を行った。

・作業機械の取り扱い講習、普通救命講習、安全研修等を従業員に受講させ、スキルアップを図っ

た。

、 、 、 。・公園内の巡回や施設の日常点検を行い 危険箇所 不具合箇所を早期発見し 早期対応している

※指定管理者が独自に設定公園の特性を生かした管理運営に向けた取組

・積雪時の除雪や融雪対策を行い、施設の利用停止期間を短縮できるように努めた。

・造園業の技術力を生かして、各駐車場の中低木の剪定をタイムリーに短期間で業務完了すること

ができた。

・伐倒が困難な場所の枯損木については、コンソーシアム構成員の専門的技術技能を生かして安全

に処理することができた。

・ストックヤード整備にコンソーシアム構成員が所有している大型作業機械を使用することで、効

率的に処理することができた、

・台風や積雪時の巡回は、コンソーシアムの機動力を生かして素早い対応ができた。

・公園の特性を生かした管理運営を行うため、目標達成状況や、管理運営上発生している課題をピ

ックアップすることにより、当年度の公園の状況を把握・再検証し、次年度に向けた具体的な取

組方針を明確化している。

・コンソーシアムについては、当年度の状況及びその成果を把握・検証することで、今後の課題や

効果的な実施方法を協議、検討している。

今後改善・工夫したい事項

・平成30（2018）年度は開園３０周年を迎えることから、郷土の広場の花壇を３０周年記念花壇と

して公園ボランティアと協働で修景したい。また、緑の相談所催し物についても、開催団体と協力

し記念行事として実施できるようにしたい。

・花壇リニューアル整備の一環として、花の丘の再生を図りたい。

・ＤＣの一環として、風車前花壇にチューリップの球根を例年より多く植栽し、来園者に風車とマ

ッチした景観を提供したい。

・コンソーシアムとして、公園の植物管理において専門的知識・技能を生かしていくために、より

タイムリーで効果が上がる管理となるような業務分担を検討し進めていく。

・展望塔（サンサンタワー）に地域の歴史や文化を紹介するコーナーを設置していきたい。
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・節電への取り組みとして、照明のLED化を検討したい。

・緑の相談所では、利用者ニーズを把握しながら、魅力的なプログラムを取り入れていきたい。

７ 所管課室による評価

評価の内容 評価項目 確認内容・所見等

運動施設の予約について、抽選会を実 Ｃ１．住民の ①住民の平等利用が確保されたか。

施するなどして公平性の確保に努めて平等利用の

いる。確保

所定の手続きに則り、適切な許可が行 Ｃ②使用許可に関する権限が適正に行

われている。使されたか。

高齢者や障害者に対し、おもいやり駐 Ｃ③高齢者、障害者等に対する配慮は

車場を設け配慮している。なされたか。また、平等利用が確保

また、除雪は障害者スペースや多目的できない場合の対応は適切か。

トイレの周辺を優先的に実施してい

る。

事業計画に沿って管理運営が適切に実 Ｃ２．施設の ①施設の設置目的に沿った業務実施

施されており、日常点検・定期点検の効用の最大 がなされたか。

結果も記録されている。限発揮

公園利用者数は目標を達成した。サン Ｃ②施設の利用促進、県民サービスの

サンタワーの利用者数が連続して前年向上が図られたか。

度を上回った。

昨年度より少し満足度が上がった。 Ｃ③利用者満足度を把握し、満足度の

向上が図られたか。

要望、苦情に対して適切に対応してお Ｃ④利用者からの意見、苦情に対して

り、その記録が保管されている。適切な対応がなされたか。

日常・定期点検を確実に実施し、その Ｃ⑤施設、設備、備品の維持管理や安

記録が保管されているとともに、要修全管理は適切になされたか。

繕箇所については管理打合せ簿にて修

繕の提案・修繕実施報告がなされてお

り、その修繕履歴が適切に保管されて

いる。また、備品の管理は適切に実施

されている。

⑥指定管理者の創意工夫により業務改 イベント・緑の相談所展示や講座の広 Ｂ

善等がなされたか 報を、地域性を生かし回覧板に差し込。

みチラシを入れるなど工夫を行い、利

用者を増やした。

当該業務を概ね適切に遂行できる組織 Ｃ３．管理を ①組織体制は適正か。

となっている。安定的に行

う物的人的

基礎 ②収支は適正でバランスがとれたもの 年々収支のマイナス額が増加してい Ｄ

か る。。
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事業計画書どおり多目的、多用途に従 Ｃ③経費の縮減に取り組まれてきたか。

事するスタッフを配置し人件費を削減

するとともに、保険や第三者への委託

業務について一括契約を行うなどコス

ト縮減に取り組んでいると認められ

る。燃料費や消耗品費の削減もされて

いた。

公園管理に必要な資格の取得や技術と Ｃ④人材育成は適切に実施されている

能力を向上するため、事業計画書に基か。

づいた研修を概ね実施した。

事故発生時には、速やかな対応・報告 Ｃ⑤危機管理体制（事故、緊急時の対

を実施し、異常気象時においても、迅応）は確保されているか。

、 。速に安全点検を実施し 報告している

県や関係機関と連携し、管理運営を行 Ｃ⑥県や関係機関との連携体制は確保

っている。されているか。

個人情報の保護に関する要領を定め、 Ｃ４．個人情 ①個人情報の保護についての措置が

適切に保護をしている。報保護 計画どおり実施されているか。

情報公開事務処理要領を定め、適切に Ｃ②情報公開は適切になされているか。

運用をしている。

自己評価の改善が見られた。 Ｃ５．その他 ①施設の特性にふさわしい自己評価

次年度に向けた課題を明確にしているがなされているか。

ので、課題解決に向けた取り組みを期

待する。

イベント 売店等の自主事業を実施し Ｃ②自主事業が計画どおりに実施され 、 、

雨天で中止されたもの以外は計画どおているか。

り実施されている。

イベントの際には、地元の伝統芸能で Ｃ③イベント等を実施している場合は、

ある「巻狩り太鼓」や、地元小学校に地域との連携が図られているか。

よる合奏、地元ダンスチームによるダ

ンスショーを披露する場を提供し、地

域との連携を積極的に図っている。

利用者が外部から持ち込んだごみに対 Ｃ④環境への配慮（騒音・光害対策、

しては、持ち帰りをお願いしている。ごみ削減等）がなされているか。

また、資源の再利用化を推進して循環

型社会の形成に寄与するよう継続的な

フリーマーケットの開催や、地球温暖

化について来園者に考えていただくた

めの展示を行った。

突発的に依頼されたマレーシアネグリ Ｂ⑤その他管理運営上の特記事項

センビラン州議員代表らの視察受け入

れや、利用者からの要望に応え、冬期



124

封鎖していたトイレの開放を行った。

総合的な評価

全般的に概ね良好な管理運営状況である。周辺施設や大会の主催者と協力し、利用者数増加のた

。 、 、めの取り組みを積極的に行っている また スタッフの丁寧な対応が意見として伝わってくるなど

利用者に対して良質な対応を実施している点が評価できる。今後とも創意工夫によるサービスの向

上に努め、公園利用者数の増加につなげていってほしい。

※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。

Ａ：事業計画に対して極めて優れた取組となっている。

Ｂ：事業計画に対して優れた取組となっている。

Ｃ：事業計画どおりの取組となっている。

Ｄ：事業計画に対して劣る取組となっている。

Ｅ：事業計画に対して極めて劣る取組となっている。


