
平成２６年度 事業計画

経営方針

公益法人として都市緑化の推進並びに公園、植物園及び体育施設の管理運営を通じ、市

民生活の向上に寄与することで、岡山市の公園緑地事業、緑化推進事業の振興に資すると

ともに、岡山市の公園行政と連携し、市民の福祉増進に貢献することを目的として、次の

項目を経営方針としております。

○施設利用

施設利用において安全で公平な運営とともに、施設の利用者のニーズをとらえたサービ

スの提供により、利用者の満足度を高め利用者の拡大を図ります。

○社会への貢献

市政への協力、緑化推進事業の振興、啓発を図るとともに、市民団体との連携協働を通

じて、公益法人として求められている社会への貢献に努めてまいります。

○自然教育

市民への情報提供や案内により、自然教育への学習の機会の提供を行います。

経営モラル

法令や条例遵守だけでなく、更にリスク回避をするため協会内規程、マニュアル、社会

への貢献や公正かつ適切な事業活動を行うための自主ルールとして「倫理規程」や事業活

動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運用の原

則を定めるため「コンプライアンス規程」を設置し、高い経営モラルを有した組織と健全

な財政運営を目指します。

現在、指定管理者として指定を受けている浦安総合公園他７公園に加え、新たに灘崎町

総合公園を含めた９公園の指定管理者としての指定を受けることで、今までの経験と実績

に公益性の視点を加え、単なる公園・施設管理だけでなく、「水と緑が魅せる心豊かな庭

園都市」実現のため、岡山市と連携し、民有地緑化の拡大など岡山市全体の緑化をさらに

推進し、岡山市の緑化行政に貢献してまいります。

その実現のため、平成２６年度の事業運営の重点を次のとおりとします。

(事業方針）

１ 公益目的事業

(1) 公１事業

（都市緑化事業基金の造成、管理及び運用による都市緑化助成や普及・啓発を通じた緑化推進）

○ 都市緑化助成や普及啓発を通じた緑化推進事業として、民有地緑化等への助成事業、緑

化相談・緑化パネル展・緑化普及講習会・記念植樹などの緑化啓発事業、緑化推進リーダー

育成・支援などの街づくり推進事業を行うと共に、引き続き、緑化ボランティアの支援を

拡充していきます。



○ 緑化推進事業を継続的に実施し、岡山市が掲げる都市ビジョン「水と緑が魅せる心豊か

な庭園都市」の実現に向けて協力を図り、岡山市の緑化行政に貢献します。

①助成金交付事業
民有地の緑化を推進し、緑化意識の高揚を図ることを目的として、市内各所への募金箱

の設置や緑化フェア等のイベントを通じ緑化基金の造成を行い、その基金で民有地緑化及
び民間団体による各種緑化活動に対し支援・助成する。

生垣設置奨励事業 住宅地・事業所用地で市道等公道に面する
部分の生垣の新設を奨励。

屋上・壁面緑化奨励事業 都市部におけるヒートアイランド現象の緩
和を図るため、建築物の屋上や壁面・ブロッ

。ク塀などの緑化に対する助成

緑化推進団体支援事業 町内会、婦人会等の団体が行う花壇・プラ
ンターづくりの奨励。

「街かどの緑」保護管理奨励事業 町内会、老人クラブが行う街路樹の灌水
除草、清掃等の活動の助成。

②緑化啓発事業
緑化事業に対する関心・興味をもってもらうことを目的として、緑の資源を有効活用

をするグリーンバンク事業、緑に対する関心を高めるための講習会・教室、緑あふれる
街づくりを推進する結婚・誕生の記念樹配布等の取り組みを実施する。

グリーンバンク事業 岡山市関連イベントでの花木の公開斡旋、
引越や増改築、庭の造り替え等で不要になっ
た樹木や草花の情報を集め、樹木等を必要と
している市民の方々へそれらの情報を紹介する｡

結婚・誕生記念樹配布事業 市民の結婚及び誕生に際し、記念苗木を交
付することにより、市民の緑化意識の高揚及
び緑化の推進を図る。

民有地緑化イベントパネル展 「育てよう、緑のふるさとはみんなのもの」
をスローガンにＰＲパネルを作成し、協会事
業や管理施設を紹介する。

講習会、教室開催事業 緑に対する関心をより一層高めるととも
に、自然に興味をもってもらうことのきっか
けづくりとして、講習会・教室を開催する。

③街づくり推進事業
緑あふれる街づくりを推進することを目的として、地域の緑化を担う緑化推進リーダ

ーの養成・フォローアップ研修、地域で活動する緑化推進リーダーを支援する取り組み
を実施する。

また、街づくり推進の視点から、公園利用調査・公園遊園地等技術講習会を実施し、
利用者アップ・管理技術の向上等を図っている。

緑化推進リーダー育成事業 市民の自主的な緑化活動による緑・花にあ
ふれた街づくりを実現するため、その活動の
中心的な役割を担う緑化推進リーダーを養成
する。

緑化ボランティアグループ支援 市内各地域のおいて地域のボランティアグ
ループが自ら取り組む緑化活動に対し、その
活動を支援するために必要な物品を支給する｡



④岡山市の行う公園緑地事業及び緑化推進事業に対する協力事業
都市緑化の推進に寄与することを目的とし、岡山市が行う花いっぱい運動期間及び緑

化月間の協力・協賛事業として、緑化・美化功労者及び緑化に関する各種コンクール入
賞者の表彰、イベントでの緑化相談・植栽等の取り組みを実施する。

草花及び草花種子の配布（花いっぱい 四季を通して花のあふれる街づくりを促進
運動協賛事業） するため、岡山市において草花等を広く市民

に無料配布しようとする団体に当該活動を支
援する草花を交付する。

花と緑のコンクール 家庭や地域、学校における花づくりや生垣
・屋上・壁面緑化の活動を通じて、美しい景
観、良好な環境形成に寄与している個人・団
体を募集し顕彰する。

(2) 公２事業

（指定管理制度等による公共施設の管理及び運営等に関する事業）

○ 指定管理制度等による公共施設の管理及び運営等に関する事業として、これまでに蓄積

した施設管理のノウハウを発揮しながら、さらに管理体制の充実を目指します。業務の内

容、形態に見合った効率的な人員配置をし、執行体制の強化を図ってまいります。

○ 施設の利用料収入について、各施設の利用促進に向けたサービス・ＰＲ活動を積極的に

行い、少しでも多くの方に利用していただけるよう努めます。また、支出については、事

務用品・消耗資材等の購入にあたり、必要数を把握し無駄のでない在庫の管理方法を工夫

するなどして一層の経費の縮減を行ってまいります。

○ 園地管理の芝刈り・剪定・施肥等は可能な限り協会職員で行うなど適切な管理を行い、

環境を意識したリサイクル、花苗の栽培などにより経費の縮減に努め収支のバランスを図

ります。また、引き続き障害者就労支援等施設からの花苗等の購入等により支援の充実を

図ってまいります。

○ 指定管理施設を拠点とした緑化事業の推進を図り、市民に安全で気持ちよいサービスを

展開してまいります。

○ 公園の円滑な運営及び健全な利用の促進を図ると共に、市民の公園や緑地に対する愛護

精神の普及並びに緑化の推進啓発に寄与します。

○ 来場者の満足度を高めるメニュ－等により、収入アップにつなげるよう創意工夫により

強化・充実策を展開します。



①指定管理事業
市民サービスの向上、安全・安心して利用できる公園の確保や利用者に満足いただ

ける管理を目的とする。

浦安総合公園他８公園

浦安総合公園管理運営 左の施設等の管理運営にあたっては、地方
自治法、都市公園法及び岡山市公園条例及び

烏城公園管理運営 その規則等を順守し、市民サービスの向上、
安全・安心して利用できる公園の確保や来園

半田山植物園管理運営 者（利用者）に満足いただけるような管理、
市民の健康増進のため本業務を適切に行い、

山田グリーンパーク管理運営 利用者の増加を図る。

操山公園管理運営 岡山市指定管理業務の中で実施する緑化推
進事業は、これまで培ってきた実績をベース

六番川水の公園管理運営 とし、さらなる内容の精査を行い、市民ニー
ズ・緑のリサイクルを意識した内容へ移行さ

百間川緑地管理運営 せる。また、市民配布用・緑化推進リーダー
支援用・園内花壇用等、様々な用途で活用す

西大寺緑花公園管理運営 る花苗を協会で栽培するほか、知的障害児
施設から花苗を購入し支援をしていく。

灘崎町総合公園管理運営

②岡山市受託事業

ア 岡山市教育委員会受託事業
空調運転管理、メンテナンス、故障等への対応等を岡山市総合文化体育館と一連の業

務として実施することで、効率的な運営・管理を図ることを目的とする。

浦安総合公園図書館空調業務 左の施設を適正、効率的に管理運営する。



２ 収益事業

○ 協会の事業を安定的に推進するためにも、自主財源の確保が不可欠であり、このためス

ポーツ教室の開催、スポーツ用品の販売、植物の販売などを行い、経費のコストカットに

努め、効率的、効果的な事業運営を推進します。

○「岡山シーガルス選手によるスポーツ教室」を引き続き行い、話題性の提供と、協会で栽

培する花苗を販売するなど一層の収入増を図り,収益事業から生まれた利益を公益事業に

還元することにより、利用者へのサービスの向上や岡山市の緑化推進事業に寄与すること

が可能なバランスのとれた運営を目指します。

①スポーツ教室等開催事業

総合文化体育館 市民の健康維持・余暇の活用、市民交流
を図るため。

一般開放事業
（バドミントン、卓球）

スポーツ教室

若草クラブ
バレーボール
いきいきエアロビクス
エンジョイスポーツ
楽しむダンスエクスサイズ
太極拳
ミニバレーボール
のんびりヨガ
弓道（昼・夜）

夏季小学生バレーボール教室 主にﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ経験者を対象に、岡山シー
ガルズの選手とバレーボールを楽しむ中で
トップレベルの技術を体験する機会を提供
する。また、スポーツ教室を活性化させ、
総合文化体育館の魅力作りに貢献する。

浦安総合公園テニスコート 市民の健康維持・余暇の活用、市民交流
を図るため。

テニス教室

夏季小学生ソフトテニス教室

六番川水の公園体育館 市民の健康維持・余暇の活用、市民交流
を図るため。

一般開放事業
（バドミントン、卓球）

②公衆電話管理事業

浦安総合公園 施設利用者の利便を図るため。
六番川水の公園体育館 （設置台数 計２台）

③自動販売機物品販売事業

烏城公園 施設利用者の利便を図るため。
山田グリーンパーク （設置台数計４３台）
浦安総合公園
六番川水の公園体育館
半田山植物園
操山公園里山センター



御南公園
操車場跡地公園(仮称)暫定整備広場
灘崎町総合公園

④物品販売等事業

総合文化体育館・浦安テニスコート 施設利用者の利便を図るため。
浦安総合公園西地区
山田グリーンパーク
半田山植物園
操山公園里山センター
六番川水の公園体育館
百間川緑地
灘崎町総合公園

３ 内部管理

○ 人事評価制度の導入により、役割分担及び責任の明確化を図り、やる意欲の醸成等職員

の意識改革を図ります。

○ 情報の共有化を図り風通しを良くすると共に、事業に積極的に参画する環境風土を醸成

します。

○ 組織力の強化と技術習得の機会を増やすなど、職員の能力の向上と協会の力量を高めま

す。

○ 高等支援学校の生徒の実習の受け入れ、また新規採用をし、積極的に社会に参加し自立

していく人間を育成するお手伝いをしていきます。



（単位：千円）

公益目的事業１会計 公益目的事業２会計 公益事業共通 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

　（１）経常収益

基本財産運用収益 1,832 1,832

緑化基金運用収益 4,855 4,855 4,855

利用料金収益 118,645 118,645 118,645

利用料金収益事業間振替 15,424 △ 15,424 0 0

事業収益 0 17,141 17,141

自主事業収益 2,544 2,544 2,544

指定管理料収益 453,012 453,012 453,012

受託事業収益 792 792 792

負担金収益 8,323 8,323 8,323

雑収益 740 10 750 14 1 765

経常収益計 21,019 567,902 0 588,921 17,155 1,833 607,909

　（２）経常費用

事業費 24,157 594,250 618,407 9,516 627,923

管理費 2,356 2,356

2,500 2,500

経常費用計 24,157 594,250 0 618,407 12,016 2,356 632,779

△ 3,138 △ 26,347 12,015 △ 523 11,492

評価損益等計 0 0 0 0 0

当期経常増減額 △ 3,138 △ 26,348 △ 29,486 5,139 △ 523 △ 24,870

２．経常外増減の部

　（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0 0 0

　   （２）経常外費用 0

経常外費用計 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0

他会計振替額 2,548 2,548 2,548 △ 2,548 0 0

△ 3,138 △ 23,799 △ 26,937 △ 26,937 2,591 △ 523 △ 24,869

一般正味財産期首残高 615 120,699 121,314 121,314 72,721 63,801 257,836

一般正味財産期末残高 △ 2,523 96,900 94,377 94,377 75,312 63,278 232,967

Ⅱ　指定正味財産増減の部 0 0 0

250 0 250 250 0 0 250

寄付金収益 250 250 250 250

指定正味財産期首残高 302,722 0 302,722 302,722 0 57,000 359,722

指定正味財産期末残高 302,972 0 302,972 302,972 0 57,000 359,972

Ⅲ　正味財産期末残高 300,449 96,900 397,349 397,349 75,312 120,278 592,939

合   計

法人税・住民税及び事業税

評価損益等調整前当期経常増減額

当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

収支予算書総括表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

科        目
公益目的事業会計

収益事業等会計 法人会計


