資料①資料

２０１９年度

事 業 計 画 書

２０１９年 4 月 1 日から
２０２０年 3 月 31 日まで

一般財団法人 岸和田市公園緑化協会

目

次

Ⅰ 実施事業
1 緑化等事業
（1） みどりのリサイクル事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
（2） 花いっぱい推進事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
（3） パンフレットの作成・配布 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
（4） 清掃活動・街頭における緑化啓発 ‥‥‥‥‥ 2
（5） 緑化等講習会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
（6） フラワースクール講習会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
（7） 市民フェスティバル参加 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
（8） 緑の募金活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
（9） コンクール表彰 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
2 公園施設（総合体育館含む）整備事業 ‥‥‥‥‥‥ 4
3 ゲートボール場運営事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
Ⅱ その他事業
1 指定管理事業
（1） 中央公園指定管理事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
（2） 都市公園・児童遊園等指定管理事業 ‥‥‥‥ 5
（3） 駐車場運営指定管理事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
（4） 総合体育館指定管理事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
（5） 市民体育館指定管理事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
（6） 運動広場等指定管理事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
（7） 指定管理関連事業（紅葉館） ‥‥‥‥‥‥‥ 8
2 売店等運営事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
3 スポーツ振興事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
1

はじめに
２０１９年度より新たに「岸和田市中央公園、都市公園・児童遊園等、岸和田市総合体
育館、岸和田市立市民体育館及び岸和田市立運動広場等」の指定管理者としてミズノグル
ープと連携しながら、共同事業体代表として質の高い事業の着実な実施に努めるととも
に、安心・安全で快適、かつ高品質な維持管理を図り、地域や利用者の方々から信頼、評
価されるよう計画の着実な実施に努めて参ります。
また、公益目的支出計画に記載した実施事業を着実に実施するとともに、公園緑地等に
関するサービスの提供等様々な事業を展開し、市民の公園緑地に対する愛護精神の啓発並
びにスポーツや健康の振興に寄与するとともに地域社会に貢献することを目指します。

Ⅰ 実施事業
1 緑化等事業
（1） みどりのリサイクル事業
資源の再利用として、当協会が管理運営を行っている市内各公園において発生した樹
木の剪定枝葉を破砕し、チップ化する。それをマルチング材（土壌被覆）や堆肥として
中央公園などの公園植栽地に敷均してリサイクルを行う。また、熟成させたチップを振
るい分けしたものを袋詰めにし、土壌改良材として市内各保育所、幼稚園、小・中学校
や町会、ボランティア団体等に配布するなど、市内の緑化推進に貢献する。
公園内の落ち葉を収集し、ゴミとして処分するのではなく、肥料として市民に配布し
腐葉土づくりに役立ててもらう。
（2） 花いっぱい推進事業
公園を気持ちよく利用してもらうため、中央公園・浜工業公園・総合体育館、市立中
央市民体育館そして今回新たに増えた管理施設についても花壇を整備し季節の草花等
の植栽を行う。
また、整備した中央公園のバラ園を管理して利用者に憩いと安らぎの場を提供する。
（3） パンフレットの作成・配布
「はじめてのガーデニング」等の緑化啓発用パンフレットを作成し、緑化講習会・イ
ベント等において配布する。
（4） 清掃活動・街頭における緑化啓発
ボランティア団体や市民団体の清掃活動への協力や参加、駅前等で開催されるイベ
ント等において、｢花の種｣や緑化啓発用パンフレット等を提供する。
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（5） 緑化等講習会
花や樹木の大切さ、育て方等を普及するとともに、花と緑あふれるまちづくりに興味
を持ってもらうことを目的に緑化等の講習会を開催する。
＜開催予定表＞
中央公園

※７回開催予定
開催時期

講習内容

募集人数

2019 年

5月

「菊苗木の植え方」

40 名

2019 年

6月

「夏の草花の寄せ植え」

40 名

2019 年

10 月

「秋の草花の寄せ植え」

40 名

2019 年

12 月

「松竹梅の寄せ植え」

30 名

2020 年

3月

「春の草花の寄せ植え」

40 名

2020 年

3月

「バラの講習会」

40 名

2020 年

3月

「多肉植物の寄せ植え」

40 名

浜工業公園

※5 回開催予定

開催時期

講習内容

募集人数

2019 年

5月

「苔玉作り」

30 名

2019 年

8月

「夏休みこども工作」

30 名

2019 年

10 月

「リース作り」

30 名

2019 年

11 月

「葉牡丹ハンギング」

30 名

2020 年

2月

「テラコッタドール作りと寄植え」

30 名

（6） フラワースクール講習会
定期的に講習会を開催しさらに花や樹木の大切さ、育て方等を普及するとともに、花
と緑あふれるまちづくりに興味を持ってもらうことを目的に緑化等の講習会を開催す
る。
開催時期
2019 年度

2回

2019 年度
2019 年度

講習内容

募集人数

「ガーデニング講習会」

30 名

10 回

「フラワーアレンジメント講習会」

10 名

10 回

「生け花教室」

20 名

（7） 市民フェスティバル参加
市内外から沢山の来場者がある市民フェスティバルに参加し、下記の緑化推進、啓発
を行う。
・｢花の種｣、
「緑化啓発用パンフレット」の配布
・
「花苗」の販売（利益分を緑の募金へ寄付）
・緑の募金呼びかけ
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（8） 緑の募金活動
市内の公共施設等に「みどりの募金箱」の設置と、
「緑のバッジ」を配布し、集ま
った募金を「大阪みどりのトラスト協会」へ寄付する。
（春・秋 年 2 回）
また、中央公園管理棟、総合体育館、中央体育館に「緑のバッジ」ガチャガチャ機の
設置を行い、募金を呼び掛ける。
（9） コンクール表彰
｢まちを美しくする市民運動推進協議会｣緑化推進部門における表彰を行う。
・
（一財）岸和田市公園緑化協会賞【ポ ス タ ー ・ 標 語 の 部】
・・・小学校の部、中学校の部、一般の部

2 公園施設（総合体育館等含む）整備事業
各公園、緑地及びスポーツ・レクリエーション施設を、不特定多数の利用者に、より
快適にかつ安心・安全に利用してもらえるよう、また、緊急時の対応や利用者の利便性
を高めるため、整備を行う。
＜整備予定＞
・浜工業公園簡易ナイター照明 ・総合体育館喫煙所設置

3 ゲートボール場運営事業
生涯スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、利用者の健康・体力の増進に寄与
するため、ゲートボール場「すぱーく岸和田」を運営する。

Ⅱ その他事業
1 指定管理事業
2019 年度から５年間、岸和田市より指定管理者として指定を受けた「岸和田市中央
公園、都市公園・児童遊園等、岸和田市総合体育館、岸和田市立市民体育館及び岸和田
市運動広場等」またそれぞれに付帯する設備において利用者が安心・安全かつ快適に利
用できるよう管理運営を行う。
（1） 中央公園指定管理事業
(ア) 園内の維持管理
・園内の巡回・安全点検
・園内施設・設備の修繕
・園内緑地の清掃・除草作業
・園内樹木の剪定作業
・園内樹木等の病害虫予防のための薬剤散布作業
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・園内花壇の管理・草花の植付作業
・園内及び周囲の側溝清掃作業
・園内トイレの清掃作業
・園内放送でのマナー啓発
・花見時期のバーベキューエリアの設置
・ボランティア活動の活性化
(イ) 園内「特定施設」の管理運営
① 中央公園プール
６月 29 日（土）～９月１日（日）までの期間、50ｍプール、流水プール、幼
児プールの３プールを開設し、利用者に喜んでもらえる安全・快適な管理運営を
行う。
また、利用者の少ない夏休みまでの平日午前中を、幼児プールの専用使用に
し、市内の保育所・幼稚園等に開放するとともに、夏休みが始まるまでの５０ｍ
プール使用についても専用使用とし、近隣の中学校と調整して有効的な利用を行
う。
② 中央公園スポーツ広場・テニスコート、
市民フェスティバル等のイベント使用や市民体育大会他スポーツ大会、一般使
用において、年間を通じ安全かつ有効的な管理運営を行う。
また、日照時間に合わせ施設使用時間の延長を行い、利用促進を図る。
③ 中央公園管理棟
管理棟内の多目的室、講習室、会議室の適切な管理及び貸出し業務を行う。
（2） 都市公園・児童遊園等指定管理事業
(ア) 園内の維持管理
・公園緑地の巡回・安全点検、町会・自治会との協働調整
・公園施設・設備の修繕
・公園緑地の清掃・除草作業
・公園樹木の剪定作業
・公園樹木等の病害虫予防のための薬剤散布作業
・公園内花壇の管理・草花の植付作業
・公園内及び周囲の側溝清掃作業
・公園内トイレの清掃作業
・園内放送でのマナー啓発（浜工業公園）
・バーベキューエリアの設置（浜工業公園）
・ボランティア活動の活性化

5

(イ) 園内「特定施設」の管理運営
① 浜工業公園球技広場・テニスコート、
市民体育大会・各種スポーツ大会等のイベント使用や一般使用において、年間を
通じ安全かつ有効的な管理運営を行う。
また、日照時間に合わせ施設使用時間の延長を行い、利用促進を図る。
② 臨海会館
トレーニング室、集会室及び会議室の適切な管理及び貸出し業務を行う。
③ ジュニアサッカー応援ナイター年間利用
練習用ナイター設備を設置し年間貸出を行う。
④ 南公園小体育館
地元町会等との連携を図り、地区体育館として効果的な管理運営を行う。
また、地元住民のコミュニティーの場として協力するとともに、一般利用にお
いても安全かつ有効的な貸館業務を行う。
（3） 駐車場運営指定管理事業
2019 年度より、指定管理関連事業から指定管理事業として組み込まれたため事業を
再編し、従来通り中央公園駐車場の管理運営を行う。
(ア) 施設の概要
駐車台数
第 1 駐車場 (総合体育館北側)

223 台

第 2 駐車場 (公園プール南側)

101 台

第 3 駐車場 (テニスコート横)

57 台

第 4 駐車場 (スポーツ広場北側)

69 台

合

450 台

計

＊臨時駐車場 (第 1 駐車場東側)

112 台

(イ) 使用料金
駐車場使用料金表 （消費税を含む）
区

使 用 料 金

分

（車 高）
2.3ｍ未満
2.3ｍ以上
2.85ｍ未満
2.85ｍ以上

30 分まで

30 分を越え

2 時間を超え

10 時間を超え

24 時間を超え

2 時間まで

1 時間増す毎に

24 時間まで

無 料

100 円

100 円加算

1,000 円

100 円加算

〃

300 円

300 円加算

3,000 円

300 円加算

〃

500 円

500 円加算

5,000 円

500 円加算
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1 時間増す毎に

(ウ) 駐車場の利用者にとって利用促進
・駐車場チケットの販売、事前精算機の設置、障がい者割引の導入
（4） 総合体育館指定管理事業
(ア) 施設の維持管理
安心・安全を最優先した管理を行い、利用者が快適にスポーツを楽しみ健康づ
くりのできる空間を目指し維持管理を行う。
・日常清掃、定期清掃
・職員による日常点検
・業者委託による専門的な保守点検
・利用者の声を元にした安全管理
・利用ルールなどの見直し、利用者への安全指導の徹底
・施設の長寿命化を視野に入れた修繕、改修の提案と実施
・災害時等緊急避難場所としての避難訓練及び講習会の実施
(イ) 施設の運営
市内最大の屋内スポーツ施設として、アマチュアスポーツを中心にプロスポー
ツや各種イベント、スポーツ教室での利用を促進し、市民のスポーツを楽しむ機
会を増やし、楽しく健康で生きがいのある暮らしをサポートする。
(ウ) トレーニングルームの運営
利用者ニーズを把握し、より継続的に健康づくりができるようサービスの充
実に努める。

（5） 市民体育館指定管理事業（中央体育館）
(ア) 施設の維持管理
安心・安全を最優先した管理を行い、利用者が快適にスポーツを楽しみ健康づ
くりのできる空間を目指し維持管理を行う。
・日常清掃、定期清掃
・職員による日常点検
・業者委託による専門的な保守点検
・利用者の声を元にした安全管理
・利用ルールなどの見直し、利用者への安全指導の徹底
・施設の長寿命化を視野に入れた修繕、改修の提案と実施
・災害時等緊急避難場所としての避難訓練及び講習会の実施
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(イ) 施設の運営
アマチュアスポーツを中心に各種イベント、スポーツ教室での利用を促進し、
市民のスポーツを楽しむ機会を増やし、楽しく健康で生きがいのある暮らしをサ
ポートする。

（6） 運動広場等指定管理事業
(ア) 施設の維持管理
安心・安全を最優先した管理を行い、利用者が快適にスポーツを楽しみ健康づ
くりのできる空間を目指し維持管理を行う。
・日常清掃、定期清掃
・職員による日常点検
・業者委託による専門的な保守点検
・利用者の声を元にした安全管理
・利用ルールなどの見直し、利用者への安全指導の徹底
・施設の長寿命化を視野に入れた修繕、改修の提案と実施
(イ) 施設の運営
アマチュアスポーツを中心に各種イベント、スポーツ教室での利用を促進し、
市民のスポーツを楽しむ機会を増やし、楽しく健康で生きがいのある暮らしをサ
ポートする。

（7） 指定管理関連事業（紅葉館管理）
「岸和田市総合体育館及び岸和田市中央公園指定管理」の関連事業として中央公園内
の国登録有形文化財旧岸和田村尋常小学校舎の管理を行う。

2 売店等運営事業
当協会が管理運営する施設の利用者の利便を図るとともに、当協会の収益活動と
して売店等運営を行う。
(ア) 中央公園プール売店
中央公園プール利用者の利便を図るため飲料、アイスクリーム、カップ麺、ポテ
トなどの飲食物等の販売を行う。
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(イ) 移動販売
市内公園の休日等の楽しみを演出するために移動販売カーでオープンカフェ等
を行う。
(ウ) レンタル事業
レンタル事業として、中央公園、浜工業公園、総合体育館、中央体育館、すぱー
く岸和田において、貸ロッカーや備品のレンタルを行う。
＜総合体育館貸ロッカー＞
トレーニングルーム・体育館利用者の利便性を高めるため、貸ロッカーサービス
を行う。
＜浜工業公園、すぱーく岸和田 空調備品レンタル＞
冷暖房設備のない臨海会館トレーニングルームやすぱーく岸和田において電気ス
トーブや扇風機のレンタルを行う。
（エ）サービス事業
＜各施設ゴミ処分サービス＞
利用団体が大会やイベント時においてのゴミ処分を軽減するために主催者に代わ
りゴミを処分するサービスを行う。
＜時間外準備サービス＞
開館時間外の大会、イベント準備を円滑に行うための準備サービスの提供を行う。

3 スポーツ振興事業
(ア) スポーツ大会の実施
当協会のPR とスポーツ施設の利用促進のため、
管理運営する施設を有効活用し、
参加者に楽しんでもらえる各種スポーツ大会を企画・実施する。
（以下卓球大会、グラウンドゴルフ大会についてはミズノの自主事業として行う。
）
＜総合体育館＞
・ソフトバレーボール大会（女子） ・卓球大会（男女）
＜中央公園＞
・テニス大会（女子） ・グラウンドゴルフ大会
＜浜工業公園＞
・テニス大会（女子） ・リレーマラソン大会
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(イ) スポーツ教室の運営
当協会が管理運営する施設を有効活用し、健康維持及び体力づくりに寄与するた
め、各種スポーツ教室の開催・運営を行う。
（以下①、②（フットサル教室除く）
、③についてはミズノの自主事業として行う。
）
① 総合体育館フィットネス教室
総合体育館サブアリーナ、武道場の利用者の少ない時間帯を利用して、多くの方
が受講できるよう、1 教室（約 1 時間程度）週 1 回、10 回 1 クールとして年 4 回開
催する。
・かんたんエアロ 1・2

・楽しんでエアロ

・かんたんエアロプラス

・ストレス解消エアロ

・ズンバ

・脂肪燃焼系エアロ

・エアロ＆ピラティス

・ピラティス 1・2

・リラックスヨガ 1・2・3・4

・ボディーメイクヨガ 1・2・3

・ウォーク＆ストレッチ 1・2

・中高年の肩こり腰痛体操 1・2

・シェイプ&姿勢改善エクササイズ

・格闘技エクササイズ

・バランスコーディネーション
・代謝アップエアロ

・かんたんヨガ

・寝たまま骨盤ゆらぎ体操

・パワーヨガ

・ポルドブラ

・背骨コンディショニング

・シェイプピラティス

・リセットヨガ

・ママのストレッチ（ベビーマッサージ）
・太極拳
・フラダンス

・Sunday 朝ヨガ

・パーソナルストレッチ
② 総合体育館スポーツ教室
メインアリーナ、多目的室の利用者の少ない時間を利用して、ニーズの高い各種
スポーツ教室を開催する。
・ジュニア硬式テニス教室※

・スポーツバレエ教室

・ジュニアバスケットボール教室※

・バスケットボール教室

・バレーボール教室

・ベーシックヨガ

・スポーツ塾

・弓道教室

・骨盤矯正ヨガ

・バドミントン教室

・ジュニアトランポリン教室※

・フォームローラー

・卓球教室

・フットサル教室

※

は教育委員会より引き継いだスポーツ教室

※フットサル教室は（一財）岸和田市公園緑化協会主催
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③ 中央公園スポーツ教室
中央公園の広大な敷地やスポーツ広場・テニスコートを利用し、ニーズの高
い各種スポーツ教室を開催する。
・テニススクール

・ランニングクリニック

・走り方教室

・ノルディックウォーキング

・ＬａＬａＬａ Ｆｉｔ（介護予防教室）
④ 「すぱーく岸和田」スポーツ教室
休場日（水曜日）を利用した教室を引き続き行う。
・中高年の体力維持教室
⑤ 臨海会館フィットネス教室
臨海会館トレーニング室を利用してニーズの高い教室を開催する。
・リラックスヨガ

・からだ改善教室

⑥ 中央体育館フィットネス教室
中央市民体育館小ジムを利用してニーズの高い教室を開催する
・ピラティス

・健康ヨガ AB

・健康エアロ＆ヨガ

・サーキットトレーニング

・体幹トレーニング
⑦ 南公園小体育館フィットネス教室
・肩こり腰痛ストレッチ

・機能改善体操

・スローエアロビクス

・バランスコーディネーション

・バランスボールトレーニング

・ママヨガ

・親子エアロビクス
(ウ) 健康づくり・高齢者介護予防事業の実施
・トレーニング室でのサービスプログラム ・体力測定会事業
・骨密度・足型・体組成測定会

・健康テニス

・ＬａＬａＬａ Ｆｉｔ（介護予防教室）

・中高年の体力維持教室
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(エ) 子ども体力づくり事業の実施
・スポーツバレエ教室

・スポーツ塾

・ジュニアバトミントン

・ジュニア卓球教室

・ジュニアバスケットボール教室

・ジュニア硬式テニス教室

・ジュニアトランポリン教室

・ジュニアサッカー教室

・ジュニア陸上教室

・ジュニアソフトテニス教室

・スポーツチャンバラ
(オ) 子ども塾教室事業の実施
・スポーツバレエ教室

・スポーツ塾

・ジュニアバトミントン

・ジュニア卓球教室

・ジュニアバスケットボール教室

・ジュニア硬式テニス教室

・ジュニアトランポリン教室

・ジュニアサッカー教室

・ジュニア陸上教室

・ジュニアソフトテニス教室

・スポーツチャンバラ
(カ) スポーツ推進事業の実施
当協会が管理運営する施設を利用し、市民に対してスポーツに関するイベン
ト等を行いスポーツのすばらしさや楽しさを伝えるとともに、施設の利用促進
を図る。
・エベッサバスケットボール教室

・ブレイザーズバレーボール教室

・シュライカー大阪フットサルスクール

・ミズノ卓球教室

・ミズノランニング教室

・硬式テニススクール

・ブラインドサッカー体験会
(キ) 集客イベント等の実施
当協会が管理運営する施設を利用し、市民に対してスポーツに関するイベン
ト等を行いスポーツのすばらしさや楽しさを伝えるとともに、施設の利用促進
を図る。
＜開催予定イベント＞
・ビクトリークリニック ・総合体育館無料開放デー
・フォームローラー
・2020 年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成イベント
・2021 年関西ワールドマスターズ気運醸成イベント
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(ク) 施設を活用したスポーツ教室の実施
・弓道教室

・ヨット体験教室

・サップヨガ教室
（ケ）地域活性化事業の実施
・岸和田市総合体育館スポーツフェスタ

・障がい者スポーツ体験会事業

・スポーツ婚活イベント

・市民企画型教室

・グラウンドゴルフ共用利用
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