平成 28 年度事業報告書

Ⅰ

運営基本方針
業務の運営に当たり、定款に定める「公園等の運営を通じて余暇活動の普及
啓発、自然保護の普及啓発及び児童の健全育成等の事業を行い、もって県民の
健康と福祉の増進に資する」ことを基本方針とした。

Ⅱ
○

公益目的事業
基本方針に掲げる、
①公園等の管理を通じた余暇活動の普及啓発
②児童の健全育成
③自然保護の普及啓発
の 3 つの柱に、情報の提供、機会の提供、場の提供の３つを有機的に連携させ、
事業を推進した。
○ 当財団は、28 年度において９つの公園等を指定管理者として管理したが、こ
れまで応募に際して提案した新たな取り組みについては、条件が整ったものか
ら着実に実行に移してきている。また、ポイントサービスや利用の少ない期間
の割引料金など新たな料金制度についても、その魅力の周知を図り利用者の増
加に努めた。
○ 利用料金制度を導入している太閤山ランド、総合運動公園、五福公園、常願
寺川公園及び新港の森の５つの公園については、県の条例に準拠することを基
本（上限）としながらも、利用促進を目的に独自に設定した料金や自主事業の
料金に、より一層魅力を感じていただけるように努めた。
〇 料金収入は天候等により増減するものであることから、予想できない天候の
変動などによる収入の減少があっても指定期間を通じて安定した経営ができる
ように努めているところである。その結果、28 年度全体の入込状況は、対前年
度比 111.1%となった。また、利用料収入では、例えば太閤山ランドのプール広
場は猛暑やシーズンパス及びコンビニ販売の増加により、プール利用料収入が
対前年度比 106.3%となるなど、公園施設等全体の利用料収入も 106.6%と前年
度を上回ることができた。
○ 利用促進や収益の還元等の観点から、置県 130 年を記念して設けられた「ふ
るさとの日」を５月８日、９日の２日間、太閤山ランドの有料施設を無料開放
したほか、太閤山ランドの春のスタートダッシュに位置付ける「春のオープン
フェスタ」を 28 年度から新たに無料開放として実施した。
〇 地域との連携を図るため、28 年度において、財団全職員が認知症講習会を受
講し、認知高齢者に寄り添う認知症サポーターになるとともに、全施設におい
て富山市・射水市徘徊 SOS ネットワーク協力事業所に登録した。
〇 利用者の利便性向上や事務の簡素化のため、28 年度において財団が管理する
全公園・全施設の空き状況等を同時検索できる財団共通の電子予約システム構
築の検討を行い、29 年度からの導入準備をした。
○ 公園等は、県民に利用していただくことでその効用が発揮されるものである

ことから、公園等の管理の質を高め、より多くの県民に親しまれ、快適に利用
されるよう努めた。
１

余暇活動の普及、啓発
県民に余暇活動の機会を提供するためにさまざまなイベントを企画し、県民
生活にゆとりとやすらぎをもたらすとともに、豊かなコミュニティーライフの
実現と安全、安心の基盤づくりに努めた。
（１）余暇活動の提案、情報の提供
公園等で開催される行事、開花情報等余暇活動に関する各種の情報をホー
ムページやマスコミへのパブリシティなどを活用して提供した。
（２）余暇活動の機会の提供
花、音楽、行楽等のイベントの開催、総合運動公園等のプロスポーツ誘致
等による観戦、レクリエーションスポーツ大会等、魅力あるイベントを企画
するとともに遊具や用具の貸出、ロードトレーンの園内巡回運行等で利便を
提供した。また、自己実現の機会ともなるパークボランティア等の育成と協
働を進めた。
（３）余暇活動の場の提供
公園の芝生広場、樹木、花壇等を特性に応じて快適に管理するとともに、
展望施設、美術展示施設、噴水、モニュメント等の公園施設やグラウンド、
体育館、テニスコート、レジャープール等のスポーツ施設を適切に管理し、
良好な状態に維持管理された公園を憩いの場、健康づくりやハイレベルなス
ポーツに触れる場として広く県民の利用に供した。
２

児童の健全育成
各種体験活動を企画するとともに、指導者等の育成を行い活動の場を提供し
た。
（１）遊び、子育てに関する情報の提供
行事の広報、活動事例集の発行、ホームページやマスコミへのパブリシテ
ィなどを活用して事業活動や健全育成に関する情報を提供するとともに、県
内 47 児童館と連携した情報交流により関係者との連携を図った。
（２）児童の健全育成に関する活動機会の提供
全身を使った遊び活動、小中学生対象の小グループによる集団活動、さま
ざまな素材や技法に触れるものづくり及び展示、児童スポーツ大会や児童ス
ポーツ教室、館内オリエンテーリングや大型遊具を使ったイベントの開催等
を通して児童の健全育成を進め、かつ、児童館の指導員やボランティアの育
成、地域児童館の支援などを図った。
（３）体験活動や人材育成の場の提供
県の中央児童館であるこどもみらい館を、館内や周辺の遊具、園地を安全
に配慮し適切に管理運営し、供用するなど体験活動や人材育成のための場と
して提供した。また、館近くの園内を巡る散歩コースを設置し、自然に触れ
る遊び場を提供した。

３

自然保護の普及、啓発
自然保護や生物多様性保全を推進するため自然環境に関する情報を発信し、
自然活動の機会を提供するとともに活動の場を提供した。
（１）自然保護思想の普及、啓発に関する情報の提供
行事等の情報や哺乳類、鳥類、両生類等の調査の結果など自然環境の情報
を収集し、自然保護思想の普及、啓発に関する情報として、館内展示、パン
フレットやホームページ、パブリシティなどを活用して提供した。
（２）自然体験活動の機会提供
自然保護や鳥獣保護思想の普及啓発のため自然への触れ合いが容易に出来
るよう、来園者や学校等に対する自然や野鳥の観察会や体験活動の実施、エ
コ活動の実践、里山保全の人材育成など各種活動の機会を企画し提供した。
また、野生動物の被害防止等の相談を行い、野生鳥獣との共生を推進した。
（３）自然に触れ合う場の提供
自然環境保全に関する情報を提供する施設や自然に触れ合う場である園路
や園地を適切に管理するとともに、幼児が楽しめる「木馬の広場」を活用す
るなど、幅広い世代に利用されるよう努めた。また、里山固有の動植物や希
少動植物の保護増殖、生息環境整備等を行い観察の場を提供した。
Ⅲ

収益事業の概況
飲食物等の自動販売機や売店を設置運営することにより、利用者の利便を図
るとともに、収益金をもって公益事業及び法人の健全経営に資することとした。
実施に当たっては、利用者の利便に配慮し、各公園・施設に自動販売機及び
売店（移動売店を含む）を配置した。

Ⅳ

内部管理の概況
公益財団法人として、法人倫理や公正・適切な活動を通じ社会貢献を行うた
め、コンプライアンスを常に意識し、適切な法人運営を行い、県民から高い信
頼を得、目的とする県民の健康と福祉の増進に資するように努めた。

Ⅴ

具体的な業務内容
１ 富山県から指定管理者の指定を受けて実施した業務
区

分

県民公園

内

容

＜主な施設等＞

太閤山ランド

ふるさとパレス、ファミリースポ－ツプラザ、野外劇場、プール広場、

・管理面積

スポーツ広場、テニスコート、いきいき広場、駐車場、ローラースケー

95.9ha
・市町村名

ト場、他
＜主な業務等＞

射水市 ・園内植栽等の維持管理、施設及び施設周辺の清掃、諸施設の運転・監視、
点検・保守
・料金徴収等有料公園施設の運営管理
・イベントの企画運営による利用促進［ＧＷ、あじさい開花期間中の無休
園、元気秋フェスタ等開催］
・新規大型イベントの誘致［夏季

太閤山ワンダーランド“不思議な科学

遊園地”］
・ボランティア（愛護、ガイド、イベント、広報）との協働
・「県民ふるさとの日」協賛事業（5/8,9 日無料開放）実施
・新

「春のオープンフェスタ」開催（３/18 無料開放、３/19・20 ワンコ

イン開放）
・新

ハンドボールチーム「アランマーレ」の練習会場（ふるさとパレス）

認定
富山県

＜主な施設等＞

総合運動公園

陸上競技場、補助競技場、屋内グラウンド、芝生スポーツ広場、多目的

・管理面積

広場、ファミリー広場、クロスカントリーコース、他

46.0ha ＜主な業務等＞
・公園施設の利用調整
・市町村名
富山市 ・園内植栽等の維持管理・清掃、諸施設の運転・監視・点検・保守等
・料金徴収等有料公園施設の運営管理
・イベントの企画・運営による利用促進
・利用者団体のボランティアと協働で陸上競技場の清掃を実施
・第２回とやまＰＫ選手権大会 in 富山県総合運動公園（共催）の開催
・第８回富山県ダッシュ王選手権の開催
富山県こども

＜主な施設等＞

みらい館

プレイホ－ル、休憩ロビー、工房、クラフトコーナー、ギャラリー、

・管理面積

ライブラリー、キンダールーム、調理室、他

4,014 ㎡ ＜主な業務等＞

・市町村名
射水市

・体験機会の提供及び遊具、プレーバスの運行管理、地域児童健全育成活
動支援、研究養成、普及啓発・情報提供
・施設、舞台、遊具、昇降機、パソコン等の保守、点検、維持管理及び保
安警備
・運営委員会の設置・運営及び関係機関との連絡調整等
・ボランティア等とのパートナーシップによる事業の実施

富山県

＜主な施設等＞

常願寺川公園
・管理面積

テニスコート、野球広場、サッカー･ラグビー広場、他
＜主な業務等＞

27.9ha ・園内植栽等の維持管理、施設及び施設周辺の清掃、諸施設の運転・監視、
点検・保守
・市町村名
富山市 ・料金徴収等有料公園施設の運営管理
立山町 ・イベントの企画運営による利用促進［ふれあいフェスティバル、ウォー
キング教室、庭の手入れ教室等開催］
・花壇ボランティアとの協働
富山県

＜主な施設等＞

五福公園
・管理面積

陸上競技場、野球場、野球広場、スポーツ広場、他
＜主な業務等＞

15.6ha ・園内植栽等の維持管理、施設及び施設周辺の清掃、諸施設の運転・監視、
点検・保守
・市町村名
富山市 ・料金徴収等有料公園施設の運営管理
・イベントの企画運営による利用促進など［アスリート支援を多彩に実行、
健康づくりや子育てなど幅広い利用の促進、防災やエコなど緑の空間と
しての機能の発揮。］
・花壇、園内清掃、陸上競技場の走路除雪などボランティアとの協働
県民公園
新港の森
・管理面積

＜主な施設等＞
野球場、テニスコート、スポーツ広場、他
＜主な業務等＞

25.0ha ・園内植栽等の維持管理、施設及び施設周辺の清掃、点検・管理
・料金徴収等有料公園施設の運営管理
・市町村名
射水市 ・イベント企画運営による利用促進［樹木観察会、ウォーキング講習会等
開催］
高岡市
・花壇ボランティアとの協働
県民公園

＜主な施設等＞

自然博物園

・自然博物園センター727 ㎡ ［展示室、事務室、レクチャールーム、他］

・管理面積

・鳥獣保護センター113 ㎡ ［救護室、飼育室８室］

14.7ha ・フィールド 14.6ha ［園路、シンボルタワー、他］

・市町村名
富山市

＜主な業務等＞
・施設及び施設周辺などの清掃、諸施設の点検・保守管理
・森と水辺のビオトープ事業の展開、野生動物と人との共生や生物多様性
保全を取り入れた博物館づくり
・自然博物園センター ［教育・普及活動として、自然体験を中心としたプ
ログラムの企画実施、身近な動物を展示したミニ動物園の設置、木馬の
広場設置他］
・鳥獣保護センター ［鳥獣救護として、搬入された傷病鳥獣を治療し、リ
ハビリの後、放鳥放獣、他］
・フィールド [園路歩道及び屋外施設の補修、草刈り・除草・雑木林を必
要に応じ間伐・伐採]
・ボランティア、ナチュラリスト等とのパートナーシップによる管理運営
促進

県民公園

＜主な施設等＞

野鳥の園

・三熊地域 73ha [山林約 40ha、芝生広場約 2,500 ㎡、園路１周 5.7km、ど

・管理面積

んぐり橋、駐車場、他]

78ha ・高塚地域５ha
＜主な業務等＞
・市町村名

[山林約５ha、園路約 300ｍ]

富山市 ・園路の草刈、施設及び施設周辺などの清掃、管理等
・探鳥会等のイベントの実施
富山県富岩運
河環水公園
・管理面積

＜主な施設等＞
泉と滝の広場、天門橋、芝生広場、野鳥観察舎、野外劇場、他
＜主な業務等＞

12.9ha ・園内植栽等の維持管理、施設及び施設周辺などの清掃、諸設備の運転・
監視、点検・保守等
・市町村名
富山市

・料金徴収等有料公園施設の運営管理
・イベントの企画運営による利用促進［環水公園の日イベント（毎月１回）、
スポットイベントの実施］
・にぎわい創出クラブやＮＰＯ法人富山観光創造会議との協働によるイベ
ントの実施

○
・

利用促進や広報
各公園、施設等それぞれ専用のホームページを公開し、タイムリーな情報の提供を行
うほか、パンフレットや SNS などを利用した広報活動

・

新聞、テレビ、ラジオなどマスメディアの協力を得た広報活動

・

広報誌「公園イベントニュース（年３回）、こどもみらい館通信（年６回）」やイベン
トそれぞれのチラシやポスターを作成し、県内約 1,400 箇所に配付

・

お年寄りや身体の不自由な方に、公園、施設をより快適に楽しんでいただくため車椅
子、シルバーカーの無料貸出

・

小さなお子様連れの方へ、ベビーカーの貸出

○ 地域、関係団体等との連携
区

分

太閤山ランド

内

容

・太閤山３地域振興会との協働による「左義長」行事の実施
・あじさい祭りや、秋フェスタなどへの地元団体の参画
・富山県職員の３年次研修の受入
・自転車教室への地域サイクリング協会や富山国際大学子ども育成学部、
県立大学サイクリングクラブの協力
・一般企業や NPO 法人による園内の美化活動や花壇整備

総合運動公園

・地元５町内会、県、公園が参加する「富山県総合運動公園利用促進協議
会」における、公園の利用促進並びに周辺環境の改善等に関する協議と
円滑な運営の実施
・利用クラブ団体との連携による清掃ボランティアの受入
・14 歳の挑戦等の職場体験の受入
・カターレ富山、富山陸上競技協会との連携

こども

・富山県職員の３年次研修の受入

みらい館

・富山県教育委員会主管の「11 年次研修」等の教員の受入
・富山県教育委員会主管の「11 年次研修」「初任者研修」等の教員の受入
・教育系学部大学生のボランティア体験授業及びインターンシップの受入
・高校生職場体験授業の受入
・射水市教委主催「14 才の挑戦」の中学生の受入

常願寺川公園

・常願寺川公園スポーツクラブ、富山県馬術連盟及び立山町馬術協会、立
山町ゲートボール協会、富山県ターゲット・バードゴルフ連盟等との協
力によるスポーツの普及

五福公園

・プロスポーツチーム、県野球協議会との協力や連携によるスポーツの普
及
・地元（鴨島生産組合）との協働による公園境界排水路の清掃を実施

新港の森

・地元地域振興会や射水市野球協会、射水市サッカー協会、学校等と連携
し、魅力ある公園づくりを推進

自然博物園

・日本鳥類保護連盟富山県支部と、愛鳥週間行事や渡り鳥ステーション等
の運営に協力
・生き物ふれあい自然塾の会との共催による行事の実施

富岩運河
環水公園

・近隣３銭湯と協力し銭湯をランナーズスパステーションと位置づけチラ
シやのぼり旗を作成することでランナーの公園利用を促進
・運河のまちを愛する会が実施する運河まつりと環水公園の日イベントを
同時開催で実施

２

富山県から委託を受けて実施した業務
区

分

内

自然博物園「いこ ＜施設等＞
いの村富山移管施

容

管理面積： 2.4ha

ため池、管理道路、駐車場

設」維持管理整備 ＜業務等＞
事業業務
新

・ため池、林の清掃、草刈り、駐車場の除雪、他

野生鳥獣対策 ・野生鳥獣保護管理の企画・調査・研究及び野生鳥獣による被害対策

業務

の指導に従事する野生鳥獣対策推進員の配置
・生物多様性保全に関する普及啓発活動や現地調査に従事する野生鳥
獣共生管理員の配置

ジュニアナチュラ ・将来の優れた県ナチュラリストの育成や自然体験活動を促進するた
リスト活動支援業

め職員の指導のもと、自然解説活動や自然観察会を提供し、ジュニ

務

アナチュラリストによる自然体験活動を促進

生物多様性保全推 ・ねいの里の展示施設や野外フィールドにおけるレッドデータブック
進アドバイザー事

に掲載されるレッドリスト等の普及、鳥獣保護の助言、指導、ジュ

業

ニアナチュラリスト等への環境教育活動の助言、指導を実施

富山県ニホンザル ・農業に被害を及ぼしているニホンザルの群れの分布、行動圏域を把
保護管理計画にお

握するためのモニタリング調査の実施、報告書の作成

けるモニタリング （行動域調査、個体群調査、群れ構成調査等）
調査業務
新

富山県指定管 ・生息数の増加により、農作物被害や生態系への影響が増大している

理鳥獣捕獲等業務

ニホンジカやイノシシの効率的な捕獲を行うためのモデル事業の実
施

地域のベースキャ ・こどもみらい館が持つネットワーク機能を強化し、
「地域のベースキ
ンプ！児童館で遊

ャンプ」として児童館活動の活性化を図るため、地域を超えた児童

ぼう事業

館の交流や、児童館を利用する児童と地域の人々との交流事業を実
施

放課後児童支援員 ・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に基づき、放
認定資格研修会開

課後児童支援員資格取得のための研修会を、県内２会場で５回ずつ

催事業

計 11 回開催

放課後児童指導員 ・放課後児童指導員等を対象に、県内外から専門家を招き、児童の安
等研修会開催事業

全管理、生活指導、遊びの指導等に関する研修会を県内２会場で２
回ずつ計４回開催

新

放課後児童ク ・県内の大学を対象に、子育て支援や放課後児童クラブに関する研修

ラブ時間延長支援

会を開催し、夏季休暇などにボランティア活動等での参加を呼びか

職員マッチング推

けるため、県内２会場で開催

進研修事業
富岩運河環水公園 ・新県立近代美術館「富山県美術館」の建設に伴って、閉鎖となった
臨時駐車場管理業

西地区の駐車場の代替として中島閘門近隣地に設置された臨時駐車

務委託

場（大型バス）の清掃、見回りの実施

３ 自主事業として実施した業務
県民に親しまれる公園・施設等となるよう、利用促進や利便性の向上を図った。
区

分

太閤山ランド

内

容

・県民の日協賛事業の実施（5 月 8 日,9 日無料開放）
・４大イベント及び「春のオープンフェスタ」の開催
・トレーン（園内乗物）の運行
乗物の概要［２編成（たいこうやまトレーン、スタートレーン（各定員
70 名、最後尾客車に車椅子リフト又はスロープ装備））］
運行日［３月中旬～11 月 30 日（土、日、祝日等は２編成、平日は１編
成）毎日運行。休園日除く。］
料金［大人(中学生以上)１日 300 円、子供(３歳～小学生)１日 100 円］
・園内設置各種遊具等の貸出［自転車（210 台）、ボート（28 艘）、バーベ
キュー施設（23 卓）、バッテリーカー（10 台）、スポーツ用器具（ローラ
ーブレード、ラケット、ボール等）］

総合運動公園

・第２回とやまＰＫ選手権大会 in 富山県総合運動公園（共催）の開催
・第８回富山県 50ｍダッシュ王選手権大会の開催
世代を超えて誰でも参加でき、スポーツに親しむイベントとして、カタ
ーレ富山、富山陸上協会との共催として実施
・第１３回ちびっこ雪合戦 in 富山県総合運動公園の開催
雪合戦を通して小学生の健全な育成・交流を目指すほか、冬期間の当
公園の利活用を図る
・第８回フラワーエコガーデニング講座の実施
・スポーツ振興、啓発のためのパネル展示
・公園利用促進と周辺環境について協議等を行う「富山県総合運動公園利
用促進協議会」やボランティア活動等への支援

常願寺川公園

・わんぱくひろばの一画にバッテリーカーコーナーを設置し貸出（３台）
・ふれあいフェスティバルへのレンタル遊具（輪投げ、ストラックアウト
等）の貸出
・公園内で実ったウメ（６月）、グミ（11 月）を材料にしたジャム作り教
室、カブトムシウオッチング等の自然観察会、庭の手入れ教室等の開催

五福公園

・陸上競技場入口付近にテーブル等を置き、利用者同士又は利用者と職員
とのコミュニケーションスペースの提供
・体育の日無料開放（陸上競技場、スポーツ広場）

新港の森

・ウォーキング教室の開催
・樹木観察会の開催
・幼児サッカー教室の開催
・シャクヤク園の整備

富岩運河

・スポットイベント「復興支援イベント‘願い’」の開催

環水公園

・「マジックアワービアフェス in 環水公園」の開催

自然博物園

・ねいの里自然塾の会と自然観察会等を実施
・ホタル観察会などの夜間行事の開催

４

収益事業として実施した業務
区

分

内

容

自動販売機の設

８公園・施設、全 72 台を設置

置

・太閤山ランド

25 台

・五福公園

8台

（各公園・施設） ・総合運動公園

19 台

・新港の森

2台

売店の設置

・こどもみらい館

4台

・富岩運河環水公園

4台

・常願寺川公園

9台

・自然博物園センター

1台

５公園・施設に設置

（各公園・施設） ・太閤山ランド

4 店（内固定 1 店、移動１台はプール営業中）

・総合運動公園

2 店（移動）

・こどもみらい館

1 店（移動）

・常願寺川公園

1店

・富岩運河環水公園 3 店（移動

環水公園の日イベント時）

