
令和２年度事業計画 

 

令和２年度は昨年度に引き続き、公益財団法人として経営方針、経営モラルをは

じめとした方針・計画を策定し日々の業務に取り組むことで、「岡山市内における

都市公園等において良好な景観を維持し、市民が快適に利用できるよう運営するこ

とにより、公園等機能の増進と、公園文化の創造を推進するとともに都市緑化の普

及啓発を行うことをもって、地域社会の健全な発展に寄与すること」目的として各

種事業に取り組んでまいります。 

 

 経営方針   
   
○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。 

 

 【５つの基本方針】 

（１）施設利用の拡大 

（２）自然教育の充実 

（３）社会への貢献 

（４）健全な財政 

（５）経営モラルの遵守 
 
 

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。 
 

 

運営方針 
 
浦安総合公園他７公園の指定管理者として、今までの経験と実績に公益性の視点を

加え、市民ニーズに合った質の高い公園・施設管理を目指すとともに「活力と笑顔が

つどう緑あふれる都市」の実現のため、岡山市と連携して市民協働を進めることで、

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。 
 

 
 
 
 



 
 
【 組織図 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【 事業体系図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 経営方針等の実現のため、令和２年度の各事業の運営の事業方針を以下のとおりとします。 

 

(事業方針） 

１ 公益目的事業 

 (１) 公益目的事業１会計 

  （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、岡山市の緑化行政との連携と 

協力を図りながら、民有地緑化等への助成事業、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・支援などの地域緑化推進事業、緑に関する 

関心を高めることを目的としたイベントを開催してまいります。 

○ より多くの市民が興味を持ち、参加頂ける事業を実施することで岡山市における公園

協会の存在意義をアピールすると同時に、新規事業の実施や既存事業の内容見直しによ

り、多くの市民・町内会等への受益機会の拡大に取り組んでまいります。 

    また、「岡山市緑の基本計画」により実施する緑化事業・イベント等へは積極的な参画

を継続し、緑化行政への貢献度を高めながら、緑化推進事業の原資である運用益・利用

料金収入額に見合った事業規模・内容の見直しを実施してまいります。 

 

  〔事業体系〕 

事 業 名 称 

 
 
 
 
 
 
 

① 助成金交付事業 ③ 地域緑化推進事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ア 住まいの緑化奨励事業 

 

 

ア 緑化推進リーダー育成 

イ 緑化推進団体支援事業 イ 緑化ボランティアグループ支援 

ウ「街かどの緑」保護管理奨励事業 ウ 草花及び草花種子の配布 

② 緑化啓発事業 エ 市民協働花壇づくり 

 

 ア 教室事業  オ グリーンバンク事業 

 
 

イ 記念・配布事業 ④ イベント事業 

 

(1) 結婚・誕生記念樹配布事業  

 

ア 花と緑のコンクール 

(2) 小学校入学祝種子 イ 啓発イベント 

(3) 小中学校卒業記念植樹  

 

 

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。 

住まいの緑化奨励事業 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

設や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、敷地内の低木・地被類などの緑化

を対象とし助成。 

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、婦人会等が行う街路樹の灌水・除草、清掃等の活

動の助成。 

 

事  業  名 目標件数 予算額(円) 

  ア 住まいの緑化奨励事業 20    1,000,000 

  イ 緑化推進団体支援事業 10    500,000 

  ウ 「街かどの緑」保護管理奨励事業 ２       78,000 

合    計 32     1,578,000 

 

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。 

また、引き続き町内会・老人会等へのチラシ配布や小中学校長会での事業説明等を

実施し、事業の拡大・活性化を図る。 

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。 

また、新たに緑化推進リーダー及びボランティアの

中から緑化４施設長の推薦で講師や講師補助を行う

「認定講師」制度を設け、多岐にわたるニーズへの対

応を図る。 

 
 
 

 
 
 
 

 

花とみどりの楽校事業 

 

幼稚園・保育園・小学校等を対象に花植え・寄せ植

え・種蒔き等を体験する教室を開催する。 

花とみどりの福祉事業 福祉施設を対象に花植え・寄せ植え・種蒔き等を体

験する教室を開催する。 

市民公民館講座 公民館で子どもからお年寄りまで広く一般市民が参加

し、座学・花植え・寄せ植え・種蒔き等を体験する。 

みどりの講師派遣事業  町内会・婦人会等の団体からの依頼により、緑化に関

する専門知識を有した協会職員を講師として派遣する。 

記念・配布事業 

 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｡ 

小学校入学祝種子配布事

業 

小学校入学を記念し花の種を交付し、緑化への関心を

高めるとともに緑化の推進を図る。 

小中学校卒業記念植樹事

業 

小学校・中学校の卒業記念として樹木を交付し、緑化

への関心を高めるとともに緑化の推進を図る｡ 

 

事  業  名 目標件数 予算額(円) 

  教室開催事業 

 
花とみどりの楽校事業 20 710,000 

花とみどりの福祉事業 20 720,000 

 市民公民館講座 20 411,000 



  記念・配布事業 

 

 

 

結婚・誕生記念樹配布事業 2,800本     2,492,000 

小学校入学祝種子配布事業 市内小学校全校 7,000人      749,000 

小中学校卒業記念植樹事業  10       200,000 

合    計       5,282,000 

 

③地域緑化推進事業 

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の支援や、緑の

資源を有効活用するグリーンバンク事業を実施する。 

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 

支援事業 

 

市内各地域に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。 

草花及び草花種子の配布 

（花いっぱい運動協賛事業） 

四季を通して花のあふれる街づくりを促進するため、

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。 

市民協働花壇づくり事業 

 

 

市内の公民館等の施設、休耕田等の遊休スペースで地

域団体と協働した緑化活動を行い、花壇化・花畑化を推

進する。 

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。 

④イベント事業 

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、各種イベントでの緑化相談・植栽等の取り組みを実施する。 

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。 

また、岡山市役所１階で、民有地緑化イベントパネル展を開

催すると同時に、協会事業や管理施設を紹介する。 

啓発イベント 岡山市緑化推進フェアをはじめ、岡山市が主催する各種イベ

ントに参加し、寄せ植え展示、緑化関連啓発イベント等を開催

する。 

⑤その他 

緑化啓発・地域緑化啓発や、ＥＳＤ・自然教育等の視点で、当協会の事業に資する

可能性がある提案・申し出については、公２事業と同様、テスト事業の積極的な実施

と結果の検証により、次年度以降の事業計画に反映する。 



(２) 公益目的事業２会計 

  （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、令和２年度も、

これまでに蓄積した施設管理のノウハウを発揮するとともに市と連携を深め、業務の内容、

形態に見合った効率的な人員配置をするため、適切な管理体制の整備により施設利用者の

安全で公平なサービスの実現を図ってまいります。 

○ 施設の利用料収入については、岡山市総合文化体育館や百間川緑地スポーツ施設の通常

稼働により収入増を見込んでいるものの、新型コロナウイルスへの対応状況によっては業

績面での影響も想定される中で、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。 

○ 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効率的、適切な管理

を行うとともに、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

てまいります。 

○ 障害者就労支援等施設からの花苗等の購入等に引き続き積極的に取り組むことで、支援

の拡大・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。 

〇 コンプライアンスについては、研修等による職員のスキルアップを図ることにより、従

来以上の厳格な管理に取り組むとともに、情報の適正な管理に努めます。 

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７公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦安総合公園管理運営  施設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

来園者（利用者）に満足いただける管理や市民の健康増

進に繋がる適切な管理に努め、利用者の増加を図る。 

また、岡山市指定管理業務の中で実施する緑化推進関

連事業は、これまで培ってきた実績をベースに、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

した内容へ移行する。 

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る花苗を協会で栽培するほ

か､障害者就労支援等については、新たに岡山県から

「アイサポート認定団体」として認定を受け、物品の積

極的調達に加え、協会が主催するイベントへの出店等の

支援を拡大する。 

半田山植物園管理運営 

山田グリーンパーク管理運営 

操山公園管理運営 

六番川水の公園管理運営 

百間川緑地管理運営 

西大寺緑花公園管理運営 

灘崎町総合公園管理運営 



【 危機管理方針・危機管理計画 】 

○ 日頃から緊急時対応に備えるとともに、緊急時の対応ルール・ＢＣＰを策定すると同時

に、事件・事故や災害が発生した場合には、利用者及び地域住民の安全確保を第一として

岡山市、関係機関と連携・協議して適切かつ速やかに対応する。 

○ 令和元年１１月に岡山市と「災害時における避難場所の開設運営に関する協定」を締結

したことから、施設職員のスキルアップのため毎年年末に実施している図上防災訓練を開

設避難場所単位で行い、課題や改善点を岡山市危機管理室と協議し、大規模災害発生時に

地域住民の安全確保や岡山市からの緊急要請に遺漏なく対応できるよう努める。 

 

【 施設別管理運営方針 】 

  施設管理運営の基本方針 

    ～すべての世代、多様なニーズに応える～ 
   
○管理運営するにあたり、「基本は安全、安心から」をモットーに利用者に対して安心、  

安全を常に提供する 

  ○多様化する市民ニーズに応えられるよう創意工夫を行うことで、質の高いサービスの 

提供に努め、利用者へのサービス向上を図る 
 

 

  ＜浦安総合公園西地区＞ 
    

○都市緑化に関する推進事業の拠点施設 

  ○利用者の全てが安心して過ごせる空間の創出 

  ○地域住民や行政機関との連携並びに園内施設の整備･活用による円滑な公園管理運営 

  ○各種イベントへの参加･支援による地域活性化への寄与 

  ○植物に関する情報発信、啓発活動拠点 
 

 

 ＜総合文化体育館＞ 
    

○施設目的（市民のスポーツ振興）に沿った管理･運営 

  ○生涯スポーツの進展と競技力の維持･向上を図るとともに、市の体育･スポーツ振興を 

   果たす適切な管理･運営 

  ○全国大会、中国大会、県大会、市大会の誘致 
 

 

 ＜山田グリーンパーク＞ 
    

○市民のスポーツ振興を図るという施設の設置目的に沿った管理運営 

  ○運動及びレクリエーションの場を提供し､｢市民の健康｣､ ｢運動技術の向上｣に寄与 

  ○地域住民や行政機関との連携並びに園内設置施設の整備･ 活用による円滑な管理運営 
 
 

 

 

危機管理計画

協会全体危機管理計画

内部管理体制

コンプライアンス対応

事故対応防災体制

各施設対応

リスクマネージメント

各施設体制・マニュアル

事業継続計画(ＢＣＰ)

危機管理体制構築

各施設体制マニュアル 

各施設対応 



 ＜灘崎町総合公園＞ 
    

○地域に密着した施設として、地域住民や各種体育振興団体等と協働した管理･運営 

  ○地域活性化拠点として、各種イベントへの参加や支援による地域活性化への寄与 
 

 

 ＜岡山市半田山植物園＞ 
    

○植物に関する情報発信、啓発活動の拠点としての植物園づくり 

  ○岡山県の絶滅危惧種･絶滅危惧園芸植物の収集保全 

  ○貴重な植物･自然の保全及び自然環境教育の場としての植物園づくり 

 ○四季を通じて楽しめる魅力的な植物園づくり 
 

 

 ＜西大寺緑花公園百花プラザ＞ 
    

○多様化する市民ニーズに対応した創意工夫と質の高いサービスの提供による利用者への 

サービス向上 

  ○各種イベントへの参加･支援による地域活性化への寄与 

  ○幅広い世代の公園利用者の多様なニーズへの対応と満足いただける公園の管理運営 

  ○「基本は安全、安心から」をモットーとした利用者への安心、安全の提供 
 

 

 ＜百間川緑地＞ 
   

  ○市民のスポーツ振興を図るという施設の設置目的に沿った管理運営 

  ○スポーツを通じて､｢健康､楽しさ､感動､喜び､憩い｣を提供出来る管理運営 

  ○「基本は安全、安心から」をモットーとした利用者への安心、安全の提供 

  ○地域住民や行政機関との連携並びに緑地内施設の整備･活用による円滑な管理運営 

  ○各種イベントの活用･支援による地域活性化への寄与 
 

 

 ＜操山公園里山センター＞ 
  

○｢集う｣､｢学ぶ｣という本来の目的に､情報｢情報コミュニティの発信｣をテーマとした、文化

活動に関する多様な行事･イベントの実施 

○広く市民に親しまれる公園を目指したサービスの向上と効率的な管理運営 

○幅広い世代の公園利用者の多様なニーズへの対応と満足頂ける公園の管理運営 

○職員全員が施設の特徴を理解し、長所を引き出すための貴重な植物･自然の保全及び自然環

境教育の場としての利用促進 
 

 

＜六番川水の公園体育館＞ 
   

○公の施設としての役割を認識した誰もが利用しやすい環境づくりへの努力 

○市民のスポーツ振興を図るという施設の設置目的に沿った管理運営 

○地域に密着した施設として、地域住民や各種体育振興団体と協働した管理運営 
 

 

 

 

 



 ＜総務企画課＞ 
  

○「施設（職員）のためになるか？」を全ての判断基準とし日々の業務に取り組む 

○施設利用者、職員からの問い合わせに対し、スピーディー且つ正確なサービス（回答）の

提供と平準化に向けたマニュアル化の推進 

○朝礼･定期ミーティングによる情報の共有化を推進し、「報告･連絡･相談」を励行する 

○職位に応じた積極的な判断と責任感のある業務遂行にチャレンジ 

○システム化の更なる推進による効率的な法人・組織運営による経営の安定化 
  

 

＜緑化４施設自主事業計画＞ 

※ 新型コロナウイルス感染症への政府基本方針等により変更の場合あり 

 

浦安総合公園西地区（緑化推進課） 

月 行 事 ・ 講 座 一 覧 

４ 苔テラリウムをつくってみよう 

５ 

芝ぼうずくんづくり 

草花配布 

タネから育てる花づくり（春まきの草花） 

室内で楽しむ観葉植物の魅力 

６ 

ハーブ入門 

庭木の手入れ（病害虫対策とせん定） 

浦安幼稚園児とラベンダー摘み 

７ 
カラーサンドで楽しむ観葉植物 

夏の園芸作業（夏の暑さ対策） 

８ 

 

おしゃれに飾る観葉植物の寄せ植え 

ウェルポートまつり 

キッズタウン SYUJITU 

９ 
タネから育てる花づくり（秋まきの草花） 

宿根草の手入れ 

6.9.12 

中旬 

興陽高校生と花植え 

10 
リトープスで作る宝石箱 

DIY レンガの花壇づくり 

11 
葉っぱで遊ぼう！in浦安西公園 

クリスマスリースづくり 

12 
庭木の剪定（モミジ、サクラなど） 

親子でクリスマス寄せ植え 

１ 
しめ縄リースづくり 

水苔トピアリーづくり 

２ 芽出し球根の寄せ植えづくり 

３ 
洋ラン入門 

ミニ盆栽づくり入門 

計 30 回 

 

 



事 業 名 

緑化推進リーダー養成講座 

緑化推進リーダーフォローアップ 

市民公民館講座 

花とみどりの楽校事業 

花とみどりの福祉事業 

小中学校卒業記念植樹 

親子ガーデニング教室 

みどりの講師派遣事業 

 

百間川緑地管理事務所 

月 行 事 ・ 講 座 一 覧 

１ とんど＆七草＆たこ作り 

３ 百間川の春を食べよう！ 

計 ２ 回 

 

半田山植物園 

月 行 事 ・ 講 座 一 覧 

未定 さくら祭り 

４ 四季と自然を楽しむ会 

５ 

春の花まつり ５/４・５ 

四季と自然を楽しむ会 

子ども自然教室 

６ 四季と自然を楽しむ会 

７ 

四季と自然を楽しむ会 

夏季企画展 7/25 ～ ８/10 

子ども自然教室「食虫植物のひみつ」 

８ 

岡山自然塾⑭ 

四季と自然を楽しむ会 

ナイトガーデン 2020  ８/28 ～ 30 

９ 
四季と自然を楽しむ会 

岡山自然塾⑮ ※要日程等調整 

10 

四季と自然を楽しむ会 

岡山自然塾⑯ ※要日程等調整 

子ども自然教室～どんぐりをさがそう 

11 

秋の花まつり 

四季と自然を楽しむ会 

もみじ散策 11/20 ～ 12/5 

半田山もみじ観察 

岡山自然塾⑰ ※要日程等調整 

12 

四季と自然を楽しむ会 

クリスマスリースづくり（温室園芸講座） 

迎春 門松風寄せ植え（温室園芸講座） 

半田山写真展 12/19 ～ 28 



 

1 

四季と自然を楽しむ会 

バラの剪定 ※雨天時は翌日 

子ども自然教室 

２ 四季と自然を楽しむ会 

３ 四季と自然を楽しむ会 

計 33 回 

 

操山公園里山センター 

月 行 事 ・ 講 座 一 覧 

４ 

楽しく里山の自然発見 

自然遊びをしよう森のようちえん 

春の野草さがし 

里山の森林観察会 

ノルディックウォーク体験（初級） 

四季のネイチャーゲーム 

ノルディックウォーク体験（中級） 

バードウォッチング（春編） 

竹を使って楽しもう 

５ 

竹を使って楽しもう 

楽しく里山の自然発見 

ノルディックウォーク体験（上級） 

２歳～５歳の虫取りごっこ 

竹炭を簡単に作ろう！ 

トンボ観察会 

ノルディックウォーク体験（初級） 

里山クラフトデイ 

さつまいもを育てよう①（３回シリーズ） 

６ 

ノルディックウォーク体験（初級） 

楽しく里山の自然発見 

ロープワークにチャレンジ 

２歳～５歳の虫取りごっこ 

ノルディックウォーク体験（中級） 

トンボ観察会 

森林音楽セラピー 

里山クラフトデイ 

四季の森の音楽会 

７ 

自然遊びをしよう森のようちえん 

２歳～５歳の虫取りごっこ 

操山のキノコ観察会 

トンボ観察会 

粘菌・冬虫夏草の世界にようこそ！ 

里山クラフトデイ 

ロープワークにチャレンジ 

８ 藍の葉のタタキ染め 



８ 

夏休みにノルデックウォーク 

トンボ観察会 

四季のネイチャーゲーム 

藍の生葉染め 

９ 

２歳～５歳の虫取りごっこ 

さつまいもを育てよう②（３回シリーズ） 

トンボ観察会 

ノルディックウォーク体験（初級） 

里山クラフトデイ 

どんぐりってふしぎな木の実 

10 

楽しく里山の自然発見 

ノルディックウォーク体験（上級） 

２歳～５歳の虫取りごっこ 

ノルディックウォーク体験（中級） 

四季のネイチャーゲーム 

トンボ観察会 

操山のキノコ観察会 

さつまいもを育てよう③（３回シリーズ） 

11 

秋の里山実りのフェスティバル 

楽しく里山の自然発見 

ノルディックウォーク体験（中級） 

自然遊びをしよう森のようちえん 

２歳～５歳の虫取りごっこ 

森林音楽セラピー 

バードウォッチング 

12 

ノルディックウォーク体験（初級） 

楽しく里山の自然発見 

里山クラフトデイ 

草木染め（紅花染め） 

四季の森の音楽会 

操山のキノコ観察会 

お正月のしめ飾りを作ろう 

おじさんから学ぼう「昔遊び」 

もちつきペッタンコ 

１ 

七草を学び味わおう 

里山クラフトデイ 

竹を使って楽しもう 

炭焼き体験をして炭焼き人になろう①（3回シリーズ） 

２ 

バードウォッチング 

四季のネイチャーゲーム 

自然遊びをしよう森のようちえん 

お花炭をつくってみよう 

炭焼き体験をして炭焼き人になろう②（３回シリーズ） 

里山クラフトデイ 



２ 
ノルディックウォーク体験（中級） 

里山の森林観察会 

３ 

竹を使って楽しもう 

炭焼き体験をして炭焼き人になろう②（３回シリーズ） 

お花炭をつくってみよう 

里山クラフトデイ 

四季の森の音楽会 

計 86 回 

 

西大寺緑花公園百花プラザ 

月 行 事 ・ 講 座 一 覧 

４ 春の西大寺・自然と歴史の散策 

５ 

百花彩 

名作映画会「トロッコ」 

公園の植物みてあるき 

ガーデニング講座「はじめてのギャザリング寄せ植え」   

外部講師①（ガーデンデザイン） 

６ 
ガーデニング講座「庭木の手入れ～低木編」   

グリーンカーテン（近隣幼稚園対象） 

７ 

ガーデニング講座「挿し木のいろは」 

名作映画会 

公園の植物みてあるき 

夏休みこども昆虫教室 

お天気実験教室 

夏休み学習教室 午前・午後 

夏の星空教室 

８ 押し花の小物づくり 

９ 

百花・秋のお楽しみまつり 

名作映画会（お楽しみまつりで実施） 

公園の植物みてあるき（お楽しみまつりで実施） 

ガーデニング講座「レッツトライ！庭木の剪定」  

10 
ガーデニング講座「ハーブでコンテナガーデン」  

プランターへの植え付け（近隣幼稚園対象） 

11 

名作映画会 

モミの葉、薫るクリスマスリースづくり 

公園の植物みてあるき 

ガーデニング講座「秋植え球根ダブルデッカー」   

12 

ガーデン・イルミネーション IN西大寺 2020 

てづくりたこあげ 

お正月の簡単！お飾りづくり 

冬休み学習教室 午前・午後 

１ 

とんど焼き（近隣幼稚園対象） 

公園の植物みてあるき 

バードウォッチング 



１ 
名作映画会 

冬の星空教室 

２ プラントハンガーをつくろう 

３ 
名作映画会 

公園の植物みてあるき 

その他 

やさしいヨガ    全 18回(前期) 

リラックスヨガ初級 全 20回(前期) 

リラックスヨガ中級 全 20回(前期) 

やさしいヨガ    全 18回(後期) 

リラックスヨガ初級 全 20回(後期) 

リラックスヨガ中級 全 20回(後期) 

計 50 回 

 

【指定管理事業 令和２年度特記事項】 

  ○半田山植物園 

「諮問委員会」を継続。委員の意見を反映し、ＳＮＳを活用した植物の見ごろ情報の発信

と効果検証のテスト実施（４月～６月）に加え、採集標本のシステムによる管理に着手。 

 

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。 

イ 岡山市市民生活局スポーツ文化部スポーツ振興課 

施設内野球場の硬式野球利用開始に伴い、内外野グラウンドの整備・防球ネットの昇降

等、施設の維持・管理を行うことを目的とする。 

 

 

山田グリーンパーク野球場グラウンド・

防球ネット維持管理業務委託 
 左の業務を適正、効率的に維持・管理する。 

 



２ 収益事業等会計 

 

○ 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」に加え、「トライフープ選手によるミニバスケッ

トボール教室」を行い、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。 

○ 令和３年度の自動販売機設置契約更新に向け、利用者の利便性の視点から設置条件等を検討

し、設置業者の選定、入札等を実施いたします。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

夏季小学生ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ教室 

主にﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ経験者、ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ経験者を対

象にそれぞれ岡山シーガルズ選手、トライフープ

選手とスポーツを楽しむ中で、トップレベルの技

術を体験する機会を提供。また、スポーツ教室を

活性化し、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。 

 
 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。  一般開放事業 

（バドミントン、卓球） 

②公衆電話管理事業                             

 

 

総合文化体育館 

六番川水の公園体育館 

施設利用者の利便を図るため。 

（設置台数 計２台） 

 

 



 

③自動販売機物品販売事業                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田グリーンパーク            

総合文化体育館 

浦安総合公園西地区                 

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                 

灘崎町総合公園                 

西大寺緑花公園                 

施設利用者の利便を図るため。 

（設置台数45台） 

 

④物品販売等事業                               

 

 

 

 

 

 

 

 

総合文化体育館 

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 

施設利用者の利便を図るため。 

 

  

 

 

 

 



３ 法人会計 

  〇内部管理 

内 容 目 的 

人事評価制度 評価による適正な配置と昇任・昇格や将来に向けた施設管理・運

営に必要な人材の確保と育成を図る。 

人事制度の改正 令和３年度に予定している人事制度改正に向けた準備を行い、遺

漏のない対応を図る。 

最低賃金への 

対応 

最低賃金が上昇傾向にあることから、法令に即した対応にすると

ともに、効果的・効率的な配置を可能とする勤務時間の変更を実

施。 

職員研修会 コンプライアンスの徹底、ガバナンスの強化に向け、昨年度に引

き続き、外部講師（公認会計士・弁護士）による研修会を実施。 

 ※内容（予定） 

  経理・財務の基本的知識、マネジメントの基礎知識（管理職対

象）、施設管理運営と管理瑕疵等 

新型コロナウイ

ルス感染症への

対応 

政府・自治体から出される方針等、常に情報収集に努め、各施設

と情報共有し、適切な対応をスピード感を持って実施。 

コンプライアン

スの徹底 

他市財団の事故事例もあり、手元現金をはじめ預金や国債等有価

証券について、通常の監事監査だけでなく、会計業務に関する指導・

助言業務顧問により随時の財務チェックを行い、厳正な管理を図

る。 

情報の共有化 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。 

組織力の強化 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

高める。 

社会貢献 高等支援学校の生徒の実習や岡山保護観察所の社会貢献活動の受

け入れをし、積極的に社会に参加し自立していく人間を育成するお

手伝いや社会復帰のお手伝いを実施。 

 

○システム化の推進 

内 容 目 的 

統合システム 令和３年度４月からの運用開始に向け、 

〇業績管理（予算案・見込・実績） 

〇人事情報管理（資格取得・身上異動） 

 〇車両管理（修繕・車検等） 

 〇会計伝票データの財務データ化 

等の新たなシステム化に取り組み、業務の更なる合理化・効率化を図る。 

室内予約シス

テム 

六番川水の公園体育館での本格運用の開始。 

 


