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計画書１
計画書１「指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針等」
（１）指定管理業務全般を通じた団体等の総合的な運営方針、考え方
あいかわ公園は、宮ヶ瀬ダム建設に伴い喪失した中津川渓谷に替わり、ダムサイト
ゾーンの活性化を目指して整備され、宮ヶ瀬湖畔園地（愛甲郡清川村）、鳥居原園地
（相模原市緑区：旧津久井町）とならぶ宮ヶ瀬湖周辺３拠点の一つとして、宮ヶ瀬湖
周辺地域での多様なレクリエーション、観光、自然環境保全等の役割を担っています。
当財団は、平成４年に設立されて以来、国、県や周辺自治体等と協力、連携しながら、
地域の振興に深く関わってきており、国や県から受託している３拠点施設のそれぞれの
適切な管理はもとより、拠点間を結ぶ交通手段の提供をはじめ、行事や広報など様々な
面で宮ヶ瀬湖周辺施設、地域の一体的な振興に資することを念頭に置いて取り組んでい
ます。
したがって、県から示されたあいかわ公園の「環境特性」及び「公園整備方針」を
踏まえた運営を行うのにもっとも適した主体であると受け止めています。
１）財団の運営方針
具体的な管理運営においては、県の方針を踏まえ、あいかわ公園の有する多様なレ
クリエーション機能の適切な提供、自然環境保全に努めるとともに、安全快適な利用
環境に向け、利用者や様々な関係者の意見に耳を傾けることはもとより、公園で活動
する多様な人材の発掘やネットワークの充実を目指します。
また、環境負荷の軽減を目指したゼロエミッションや省資源化に取り組む一方、管
理に要する経費の面では、適正な受益者負担にも努めるとともに、利用者へのサービ
スの低下をきたさない範囲で徹底的な経費の節減に取り組み、地域の公益法人として
信頼感のある指定管理者たるよう努めます。
このほか、少子高齢化・地域活性化ニーズの高まり、環境への関心の高まり、防災
意識の向上等社会環境面での変化を的確にとらえて、公園の管理運営にきめ細かく反
映してまいります。
とりわけ、あいかわ公園を含む宮ヶ瀬湖周辺に係る変化として、平成２６年度には、
さがみ縦貫道が中央高速とつながり、相模原インターチェンジも平成２７年３月に供用
開始となり、より広域圏へのＰＲや遠隔地からの来園者対応に心がける必要があると認
識しています。
さらに、宮ヶ瀬湖の隣接地にリニア中央新幹線車両基地の計画が発表されるなど、
よりグローバルな動きもあり、「最先端科学技術拠点」と「都市近郊の豊かな自然」
とが隣接する観光拠点として、宮ヶ瀬湖周辺を一体のものとしてとらえ、発信するこ
との重要性が高まるものと考えています。
あいかわ公園では、これまで培ってきたノウハウ、宮ヶ瀬ダムの関連施設の管理運
営実績、地域との連携の実績を踏まえて、ダムを併せ持つ公園としての魅力をより一
層充実・強化して、スポーツ、創作活動、文化活動等多様なレクリエーションの場、
自然とのふれあいや憩いの場、健康増進や福祉活動の場を提供していきます。
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計画書１
２）財団のこれまでの取り組み
･①宮ヶ瀬地域での取り組み ･
当財団は、平成４年に設立されて以来、宮ヶ瀬湖周辺の環境保全、地域振興ととも
に、観光地としての魅力を高め、また「人と自然」や「都市と地域」の交流に努めて、
地域を訪れる方の増加を図ってきました。
水源地としての環境保全 ･
水源地域の管理者として宮ヶ瀬湖周辺３拠点の清掃、植栽管理、排水施設の点検や
ごみ処理の徹底等利用者への協力要請、利用指導も行ない水源地としての環境を保全
し、また、水力発電等の自然エネルギーの啓発等をおこなってきました。
地域の観光型魅力の拡充

･

宮ヶ瀬湖周辺の３拠点

宮ヶ瀬湖周辺３拠点施設で

および 拠点間連絡サービス

県立あいかわ公園

は、日常の運営とともにイベ
ントを開催する等、施設の魅
力を高めてきました。同時に
施設間の連携を高め、一体と
なってサービスの提供、情報
発信に努め、来訪者の増加を図ってきました。
拠点間の連絡サービス ･
宮ヶ瀬湖の拠点施設を訪れる利用者の多くは、他の２拠点のいずれかに立ち寄るケ
ースが多く、宮ヶ瀬湖周辺３拠点は、一体となったレクリエーションや観光の施設と
なっています。
当財団では、宮ヶ瀬湖遊覧船、ダムサイトのインクラインやシャトルバスを運行し、
各拠点間を結んで【観光地としての魅力】及び【来訪者の利便】を高め、また、あい
かわ公園とダムサイト間ではダム見学者や公園利用者の移動手段として、子どもに人
気のあるロードトレイン「愛ちゃん号」を運行してきました。
関連機関との連携・交流推進 ･
ダム建設以来、ダム関連施設の管理運営に携わっている当財団では、県民及び住民
参加、ボランティア団体による協働に努めてきました。
あいかわ公園では、イベント開催での協働や参加、ボランティア活動、地域からの
雇用等、さまざまな面で地域や関係機関との連携を図ってきました。
･②あいかわ公園指定管理者としての取り組み ･
あいかわ公園は、地元愛川町の地
域で最大の集客力を有する施設です。
当財団は、県立都市公園に指定管
理者制度が導入された平成１８年度
に、指定管理者として指定され、平
成２１年度にも引き続き指定管理者として指定されています。この間、指定管理者と
2

計画書１
して宮ヶ瀬湖周辺の水源地の保全や観光拠点とし
て、利用者に様々なサービスを提供し、快適な環境
を提供するようにパークマネジメントシステムを構
築して取り組んでまいりました。
その結果、都市公園としての快適な環境が維持さ
れているとの評価をいただき、利用者の満足度も高
く、平成 28 年度の利用者数は、大雨による大型イ
ベントの中止を受けながらも 418 千人となり、県の
目標値（340 千人）を大幅に上回っています。
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（２）当該公園の特性を踏まえた管理運営方針
あいかわ公園は、宮ヶ瀬湖周辺３拠点の一つとして、また、神奈川県立の都市公園
として、良好な都市環境の形成、スポーツや文化活動等多様なレクリエーションの場、
自然とのふれあいや憩いの場、健康増進や福祉活動の場、地域の防災機能の向上等、
その立地特性等に応じた多彩な役割を担っています。
南山裾野の樹林地（主にスギ・ヒノキの人工林）と中津川河岸段丘の平地を利用し
て、愛川町の花であるツツジの斜面と展望を楽しめる公園です。
あいかわ公園は、特徴のある４つのエリアからなり、自然、遊具、花等多くの屋外
での活動とともに工芸工房村での屋内での創作活動等に魅力があります。
あいかわ公園の 4 つのエリア

さまざまな自然体験、季節の花、遊具を利用した遊び、工芸工房村での創作体験等
多様な魅力があり、子どもから高齢者まで幅広い方々が楽しむことができる公園です。
【水源地としての環境保全】、【安全で快適な環境の維持】とともに、【小さなお
子様連れや高齢者等の幅広い年齢層の自然の中でのさまざまな活動】や【「あいかわ
公園」を拠点として宮ヶ瀬湖周辺地域を満喫出来る取り組み】がより一層求められて
きます。
「あいかわ公園」では、安全で快適な公園としての機能を発揮し、多くの方に【遊ぶ･
触れる・創る・憩う】場を提供し、ゆっくりと宮ヶ瀬地域に滞在して、<広場や遊具で
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遊び>、<自然とふれあい>、<郷土の伝統工芸を創り>、<自然、水源、森林等との憩い>、
等のさまざまな活動をして互いに交流できる公園を目指します。
今後、年間の来園者数 50 万人を目標として、４つの方針のもとで管理運営します。

方針１

利用しやすい環境づくり

・園内環境の整備、パークコンシェルジュによる利用者の案内、相談の充実
方針２

広域レクリエーション拠点づくり

・周辺施設との連絡サービス(遊覧船、シャトルバス、ロードトレイン、インクライン)
・四季の陣等のイベントや宮ヶ瀬湖周辺地域との交流・連携の拡充
方針３

創作・体験の場

・ツリークライミング等の野外活動、工芸工房村での創作・体験メニューの拡充
方針４

安全で誰もが楽しめる公園

・これまでのノウハウに基づく日常の安全管理の強化・震災対応の体制を構築
（３）利用者や地域住民、環境等に配慮した管理運営方針
多様な視点から利用者や地域住民、環境等に配慮して管理運営をします。
１）平等利用の確保
多くの人が分け隔てなく利用できる公園を目指します。
多くの方に公園を周知 ･
公園や宮ヶ瀬湖周辺地域の内容、魅力、利用方法を周知し、これまで来たことのな
い方にも公園を知っていただくよう努めます。
利用の各場面での平等性担保 ･
会議室の利用や事業の申込みでは管理基準を定め、平等な利用を徹底します。
さまざまな人への配慮 ･
公園を利用するさまざまな人に配慮します。
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施設のバリアフリー化に努め、障がい者等社会的弱者への配慮を行います。
乳幼児と母親のための授乳室、坂道の多い当公園に配備している車いすの利用促
進を図ります。
外国語表記の外国人に向け施設案内、利用案内の作成を進めます。
（愛川町は外国人比率が県内１位(5.87%)：平成 23 年 1 月 1 日現在）
２）利用者・地域の交流・連携
利用者や地域住民とともに歩む公園を目指します。
利用しやすく交流しやすい環境づくり ･
安全、快適で利便性があり、誰もが活動し、交流しやすい魅力ある公園とします。
子どもに人気の遊具の充実、青少年に人気のツリークライミングの導入、花のス
ポットの拡充や工芸の創作体験等、新しい試みを検討し、事業の拡充を図って多く
の方が利用し易いようにします。
地域住民・利用者参加型の取り組みを充実して交流・連携を支援します。
・体験事業、フリーマーケット、セミナーや教室等参加しやすい事業提供
・森林整備、自然観察ガイド等さまざまなボランティア活動の支援
・公園内で活動するサークル活動の支援
広域から訪れる人も視野に入れて集客に努め、利用促進を図ります。
地域との連携 ･
周辺施設、地域住民の参加しやすい運営をし、また多様な連携をします。
地域の魅力の発信、宮ヶ瀬湖周辺３拠点との連携イベント等で周辺施設と連携
地域産業の振興、環境保全、防災等の面からの周辺市町村との連携
３）環境への配慮
本公園は水源地にあります。
平成 10 年 4 月 29 日（みどりの日）
に「美しい自然環境を次の世代へ残し、
宮ヶ瀬ダムの水質を守っていく」ため
に制定された「宮ヶ瀬湖憲章」を理念
として、宮ヶ瀬湖周辺の自然を大切に
し、守り、育て、自然との調和を心がけ
環境に配慮した運営管理を行います。
宮ヶ瀬湖憲章の啓発 ･
あいかわ公園内での掲示や財団職員の名刺の裏側に憲章を記載して、来訪する方に
宮ヶ瀬湖憲章の周知を図り、水源地の保全をはかるように努めています。
水源地としての緑地管理 ･
本公園は斜面地が多く、植栽を適正に維持して土砂の流出を防止する必要がありま
す。園内清掃、植栽管理、排水施設の点検等を十分に行ない、土砂やごみ等の流出を
防止します。
また、維持管理では除草剤や殺虫剤等の薬品を極力使用しません。
5
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生態系の保全 ･
稀少なムササビをはじめとする動物に
ついては、生息地を自然のままに保全し、
生息環境を守り、生物多様性に配慮する
とともに「ムササビのナイトウォッチン
グ」等を開催して、生態の理解、保護の
の重要性、啓発を図っていきます。
緑の保全と利用のバランス ･
本公園は、自然観察林・冒険広場等の施設地、花の森・花の斜面等の植栽地、子供
広場・ふれあい広場等の芝生地、駐車場等多様なエリアからなっています。
自然観察林では、自然の状態を出来るだけ保存し、芝生地や花の森等は植生に応じ
た剪定や花の植え替えをする等ゾーンエリアの特性にあった維持管理を行い、自然の
ままの緑と人の手をかけて利用しやすい緑とのバランスをとります。
自然エネルギー利用の実践と啓発 ･
あいかわ公園では、既に「環境共生型パークセンター」として、あいかわ公園パー
クセンターが整備されており、エネルギー等資源の有効利用が図られる設備が設置さ
れています。周辺地域にあるダム、発電所等の施設と連携するとともに、これらの設
備を活用してダムサイト地域として自然エネルギー利用の啓発に努めます。
自然エネルギーの利用
園内の自然エネルギーや雨水、植物管理での発生材等の有効利用を図ります。
・園内での太陽光発電の電力利用や「じゃぶじゃぶ池」での雨水の利用
・夏季の緑のカーテンや剪定枝・刈草等の堆肥化等植生からの発生材等の活用
・間伐材でのベンチ製作や工芸体験での材料として活用
再生可能エネルギー施設との連携
「あいかわ・つくいエネルギーパーク」に位置する公園として、愛川町太陽光発
電所、宮ヶ瀬ダムにある愛川第１発電所、当財団が管理運営する宮ヶ瀬ダム水とエ
ネルギー館等の太陽光や水力を利用した、再生可能エネルギーを啓発していきます。
平成３０年度事業内容
・坂道の多い当公園に配置している車いすの利用促進を図る。
・外国人向けの外国語表記の施設案内や利用案内を進める。
・稀少なムササビの生態の理解、保護の重要性、啓発を図るためムササビ探しナイ
トウォッチングツアーを開催する。
・夏季の緑のカーテンや剪定枝・刈草等の堆肥化等植生からの発生材等の活用を実
施する。
・間伐材を使用したベンチ等の製作体験教室を開催する。

6

計画書１

平成３０年度事業内容
・地域の活性化を促進するため、「あいかわ公園つつじまつり」を愛川町と協働し
て開催する。また、「みやがせフェスタ夏 in あいかわ」を財団主催事業として
開催すると共に「半原糸の里文化祭」を同時開催する。
・来訪者の利便向上等を図るため、財団関連事業であるインクラインやロードトレ
インを運行し更に３拠点を結ぶためシャトルバスや遊覧船を運航し周遊性を高
める。
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計画書２「業務の一部を委託する場合の考え方、業務内容等」
（１） 当該公園の管理基準等を踏まえた効果的、効率的な委託の考え方
公園の管理運営責任を担い、管理業務のノウハウを蓄積して管理運営水準の向上を
図るように、公園管理業務の中核となる業務や施設の維持管理は直営とします。
関係法令に基づく法定点検、定期検査業務や専門的技術、知識、免許を要する作業
は、効果的、効率的に行う観点から委託業務とします。
業務仕様
委託業務では業務仕様、検収方法を定め、業務品質を維持できるようにします。
定める業務仕様の例：業務内容、業務水準、作業工数、作業日程、検収方法 等
業務品質の確保
業務指示書を業務実施のたびに発行して内容を確認し、作業前に指示を再確認しま
す。
作業後は、当該業務の責任者が現場立会いを行うとともに日報、報告書、写真等を
提出させ、業務結果を確認します。実施結果が仕様を満足しない場合には、やり直し
を指示します。また、実施業者との業務改善会議を定期的に設けて作業の改善を図り
ます。
（２） 委託先の選定方法
公平公正な手続きで委託先を選定します。
財団財務規程に則った手順により選定します。
原則として委託先の選定は業者選定会議で決定し、指名競争入札を行って最低価格
者に落札し、契約書を締結します。
しかし、契約の性質や目的が指名競争入札に適さないときや、指名競争入札に付す
ることが不利な場合等特別な理由がある場合には、随意契約とします。
（３）県内（地域）経済への配慮、県内（地域）企業への委託の考え方
当公園は、宮ヶ瀬湖周辺地域の振興の 1 拠点と考えています。
地域産業振興の観点から、委託先は地域の業者を優先します。
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計画書３「施設の維持管理」
（１） 植物管理、清掃、保守点検、受付等の維持管理業務についての実施方針
県の定めている植物管理、施設管理、清掃管理、運営管理の４つの維持管理基準を基
に、当財団のパークマネジメントを活用して、これまでに把握してきたデータや熟練職
員の経験、ノウハウ、専門業者等の関係者の助言を踏まえた独自の基準を付加した維持
管理基準を策定します。
維持管理基準に基づいて維持管理計画を作成し、天候や気候の影響等を考慮して作業
適期の選定、作業の適正化を行って効率化を図ります。維持管理点検表を用いて点検し、
結果を記録して、分析・評価し、次の作業に反映して維持管理の向上を図ります。
１）より美しい植栽地として維持するための植物管理
園内の植物は、自然環境の保全、観賞用、くつろぎの
場の提供等、目的にあった管理をします。樹木の剪定・
刈り込み、施肥、病虫害防除、除草、灌水等は、実績を
踏まえ、状況を加味して適正な維持管理を行います。
花木の拡充
季節の花が十分に開花するように施肥や剪定時期・方
法を計画し、実際の状況を観察して決定します。
花の斜面のつつじ管理
本公園のシンボルである花の斜面のつつじは、造園の専門家によって年間を通して
維持管理し、より良好な生育を保持できるようにします。
草花の管理
草花を園内各所に植栽し、さらにパークセンターや中央広場に毎月プランター植栽
した四季折々の草花を設置していつでも花のある公園とします。
草花を植えた後、３週間後にその草花を来訪者へプレゼントし、ご好評をいただい
ております。（「あいかわ公園花の日」毎月第３日曜日）
枯損木の処理
枯損木は、病虫害の巣となることや、風等により幹や枝が折れ利用者に危険を及ぼ
すことから、伐採等の適切な処理を迅速に行います。
安心して遊べる芝生地・草地の管理
年間を通した作業スケジュールを作成して計画的に維持管理します。
・芝生地：芝刈り、施肥、目土かけ、灌水、除草、エアレーションを行います。
・草地：冒険の森、北駐車場、花の森の法面では刈払機、草刈機で雑草を刈取ります。
ダム道路、子供広場、ふれあい広場の植栽地、および登山道の管理をします。
２）より快適な環境を維持する清掃
利用者に快適な環境を提供し、水源地域の環境保全ができる維持管理をします。
施設の特性や利用状況に応じた清掃基準・実施計画を立てて、効率よく清掃します。
職員は、「自分の庭のようにきれいにする」という心がけで維持管理します。来訪
者にゴミの持ち帰りを指導・徹底し、公園内で発生する剪定枝や落ち葉等を園内で
9

計画書３
リサイクルします。
園内清掃、排水施設の点検等を十分に行なって土砂やゴミが雨水とともに下流域に
流入し、濁りの原因とならないようにします。
３）より安全性を確保するための保守点検
あいかわ公園の特性を把握し、安全性を確保できる保守管理をいたします。
遊具の保守点検
子どもが利用する遊具が多数あります。遊具監視員の配置や利用のルールを定めて
利用者の安全確保を図ってまいります。
・安全性の確保に特に留意して遊具監視員は施設や設備の点検、補修を行います。
・老朽度、利用の状況等に応じ、交換、補充、改良を計画して行います。
斜面地の安全管理
中央広場西側の斜面地の園路には坂道や階段、手すり、ボードウォーク等が多くあ
り、路面や施設の損傷が大きな事故につながる危険性もあります。日常的なパトロー
ルや点検の頻度を増やして、損傷の兆候を早期に発見して危険を未然に防止します。
有害虫への対応
大自然に囲まれている登山道等では、有害虫であるヤマビルやスズメバチの発生の
可能性があります。発生したとの情報を得た場合は、迅速に駆除します。
また、日常から登山道の落ち葉掻きや登山道へのヤマビル除けスプレーの設置をし
ます。
４）より親切な受付、パークコンシェルジュ
受付を「パークコンシェルジュ」と位置づけ、丁寧で親切な応対をするとともに、
利用受付、公園や地域の案内や、さまざまな問い合わせや相談に応じます。
パークコンシェルジュは、公園、地域の見所、イベント、花の状況、拠点間の移動
方法等のさまざまな情報を収集し、利用者に提供します。
本公園には自然観察林が広がり、花の森、花の斜面等の植栽地があり、子供広場、
ふれあい広場等の芝生地、さらに冒険広場等の施設地、ふわふわドーム等の遊具、駐
車場等と公園には多様な要素があり、次のような維持管理上の特性があります。
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１）特性に応じた４つのゾーンエリア
公園は、立地や利用目的に応じて４つの異なる特性のゾーンエリアに分けています
それぞれの目的や内容に応じた維持管理をおこないます。
ゾーンエリアの維持管理内容
ゾーンエリア

主な管理対象

花と緑のピク 池、芝生広場、遊具
ニックゾーン
建物（工芸工房村）
創造と交流の
芝生、林間広場
ゾーン
花木（ツツジ）の群生斜面
緑の遊び場ゾー アスレチック等の遊具
ン
芝地･草地、 樹林
自然とのふれあ 樹林地、ハイキングコース
いゾーン
標識

維持管理内容
・池の水質管理
・芝地・草地管理
・遊具管理
・建物、設備の快適性確保
・芝地・草地管理 ・花の適正管理
・バラの花摘み
・徒長枝剪定
・遊具管理
・芝地・草地管理
・樹林地の保全
・樹林地の保全
・標識管理
・ハイキングコースの維持

２）斜面地に立地
本公園は、斜面地にあり、雨水等により植栽地が掘られ「沢状の地形」ができたり、
土砂が園路に流出することがあります。園路の路面や施設の損傷が大きな事故につな
がる危険性もあります。
・日常パトロールや点検の頻度を増やして、路面や施設の損傷の兆候を早期に発見
し、対処して、危険を未然に防止するように努めます。
・園内清掃、植栽管理、排水施設の点検等を十分に行い、土砂が雨水とともに下流
域へ流入し、濁りの原因となることを防止します。
さらに、ごみ処理の徹底等利用者への協力要請、利用指導を行ないます。
３）管理水準以上の具体的な提案
次の項目で、管理水準以上の管理を行います。
公園の特性に合わせた維持管理スケジュール
・芝生の管理については、利用者の多い子供広場、ふれあい広場と利用者の少ない風
の丘、冒険広場で、芝刈り等の時期や、刈る高さを変えるなどして、メリハリを付
けた維持管理を行ないます。
ツツジをはじめ、園内の花を充実
・ツツジの管理は、種類により開花時期が微妙に異なるため、種類に合わせて、選定
方法や時期を間違えないように、技術の高い造園業者に委託します。
・中央広場にプランターで草花を植え、その後来園者にプレゼントします。
園内のミツマタ園については県内のミツマタによる地域づくり実行委員会の協力を
得て、実施します。
トイレ清掃の充実
・園内に点在するトイレは、利用する人数や、時期、汚れ具合などが違います。地元
のシルバー人材センターに委託することで毎日清掃を行い、利用者の好評を得るよ
うに努めます。
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平成３０年度事業内容
・公園花木の充実のため、施肥・剪定時期を実際の状況を加味し維持管理を実施す
る。
・花の斜面のつつじ管理を造園の専門家による年間維持管理を実施する。
・草花を園内各所に植栽し、一定期間が経過し更新時期を迎えた草花を来訪者にプ
レゼントする。
・園内の枯損木については適切な処理を行う。
・安心して遊べる芝生地等とするため、年間スケジュールを作成し芝生地、草地の
管理を適正に実施する。
・施設の利用状況に応じた清掃を行うため、清掃基準、実施計画による維持管理を
行う。
・来訪者へゴミの持ち帰り等について周知徹底する。
・公園内で発生する落ち葉（腐葉土）や剪定枝（チップ）を園内リサイクルする。
・園内遊具は遊具監視員により利用者の安全を図り、施設や設備の点検、補修等実
施する。
・園内斜面地の安全管理のため、日常的なパトロールや点検による危険個所の早期
発見、未然防止を図る。
・園内有害虫への対応として、発生防止、駆除、登山道の清掃やヤマビルスプレー
の設置を行う。
・パークコンシェルジュ（パークセンター、工芸工房村）の配置を行う。
・園内のミツマタ園をミツマタによる地域づくり実行委員会の協力により維持管理
を行う。
・園内のトイレ清掃を地元のシルバー人材センターに委託し、毎日清掃を行う。
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計画書４「利用促進のための取組」
１）事業の実施方針、内容等の考え方
これまで多くのイベントを開催して現在の利用者数へと増加を図ってきました。財
団の大規模なイベント、のりもの運行サービスは宮ヶ瀬湖周辺地域の観光地としての魅
力を高め、地域振興、あいかわ公園の利用促進に寄与しています。
今後の目標とする平成 30 年度時、利用者数年間 50 万人の達成にむけて、利用促進
を図ります。当財団では、宮ヶ瀬湖周辺地域の振興を目指して、周辺の市町村や施設
と連携を図り、各地でさまざまなイベントを開催してきました。今後も継続して開催
し、地域及びあいかわ公園の利用促進を図っていきます。
あいかわ公園では公園の魅力を高め、広報内容を充実させ、幅広い地域、対象者に
さまざまな広報媒体を利用して効果的に広報活動を行い、あいかわ公園、宮ヶ瀬湖周
辺地域のファンを増やし、リピータを増やし、利用促進を図ります。
２）利用促進のためのイベントの開催
当財団では、四季を通じて宮ヶ瀬湖周辺の各施設で大規模イベントを開催して地域
の魅力を高め、地域に多くの方が訪れるように努めてきました。今後とも、工夫をし
ながらイベントを継続開催していきます。
現在あいかわ公園で行われているイベントは、参加者も多く定着しています。これらのイ
ベントは、原則継続して開催するだけでなく新たなイベントを追加する等拡充を図ります。
財団で行っている観光型イベント
現在行っているあいかわ公園及び周辺施設のイベントは、参加者も多く、宮ヶ瀬湖
周 辺 地 域の 観光 地化に 大き く貢 献し ていま す。 今後 も工 夫を重 ね継 続し ま す 。
財団で行っている主なイベント
事業名
開催期間
宮ヶ瀬クリスマス
11/24～12/25
みんなのつどい
あいかわ公園つつ
4/29
じまつり
みやがせフェスタ
4月
春の陣
みやがせフェスタ
9月
夏の陣
みやがせフェスタ
11月
秋の陣
宮ヶ瀬バレンタイ
2/8～2/14
ンウィーク
みやがせフェスタ
2月
冬の陣
宮ヶ瀬２４Ｈリレー
8月
マラソン

参加人数

主な内容
ジャンボクリスマスツリー点灯、サンタパレード、花火、星空コン
サートなどの実施。宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会として主催
あいかわ公園つつじまつり実行員として参画。各種体験教室・
2万5千人
地域特産品販売及びステージショー等の実施
25万人

1万3千人 宮ヶ瀬湖畔園地で開催されるステージショー、地域物産展など
2万4千人
8千人
8千人
3千人
2千人

あいかわ公園で開催されるステージショー、地域物産展など
愛川町主催の半原糸の里文化祭と同時開催
鳥居原園地で開催されるステージショー、各種教室、サツマイモ
堀り、地域物産展など
ハート形イルミネーションの設置、ステージショーなどの実施。
宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会として主催
宮ヶ瀬湖畔園地で開催されるターゲットバートゴルフ大会
【バレンタインカップ】等
宮ヶ瀬湖畔園地で開催されるリレーマラソン大会

自然ガイド育成・ガイドツアーの実施：宮ヶ瀬湖周辺の自然を案内するガイドを育
成する「セミナー」を開催し、自然観察等の運営スタッフとして活用するとともに、
旅行会社と連携し、ガイドと巡るツアー等を実施します。
あいかわ公園でのイベント：従来から行っているイベントの開催数を増やしたり、
新しいイベントを投入したりして拡充を図ります。（別表 イベント計画表）
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周辺施設と連携したイベント：愛川町が主体となって本公園で毎年開催している「つつじまつ
り」や、財団が事業主体である「みやがせフェスタ」以外にも、地域一体となって楽しい公園
の魅力作りを行います。（別表 イベント計画表）
イベントの拡充：既存イベントについては、内容とともに実施回数の増加や定員
の増加等を見直し、拡充を図ります。人気の事業も継続して実施します。（別表）
３）工芸工房村事業
「工芸工房村」は、地元愛川町の伝統工芸を広く県内外
に紹介し、伝統工芸の創作体験を通じて地域と交流を図る
体験者数推移
人
場として平成 21 年にオープンしました。
18000
オープン以来、地域と連携して情報を発信し、機織り、紙漉 16000
14000
き、染色、陶芸、木竹工等多くの創作体験の事業を行なってい 12000
ます。創作体験への参加者は年々増加しており、近隣地域だけ 10000
8000
でなく横浜市や東京都からも多くの方が来訪しています。来訪 6000
者は、子どもや青少年層を中心に幅広い世代層にわたっていま 4000
2000
す。
0
（ア）料金については、指導料・材料費程度の低廉な価格と
し、近隣の類似施設の料金体系を調査し設定しています。
・利用料金
体験工房

利用料金

体験工房

利用料金

藍染め体験

350 円～

陶芸体験

500 円～

紙漉体験

400 円～

木竹体験

300 円～

機織り体験

500 円～

（イ）利用にあたっては、利用者が多い日曜祝日も開館し、より多くの方に利用いただ
けるように体験時間を午前と午後の 1 日 2 回を設定しました。
・休館日
月曜日（祝日の場合その翌日）及び年末年始（12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日まで）
ただし、ゴールデンウィーク及び夏休みは休日なしで開館します。

・利用時間
開館時間
4 月～

9月

9：00～17：00

10 月～翌 3 月

9：00～16：30

受付時間

体験時間

9：00～15：00

9：00～12：00、13：00～16：00
（体験工房により異なります）

イベントは、提案書４別表イベント計画表をご参照くだ
さい。工芸工房村の運営では次の工夫をしていきます。
地元愛川町の資源を活用して各種講座やイベントを開催します。
・伝統工芸（機織り、紙漉、染色、陶芸、木竹工等）にふれる創作体験講座
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・伝統工芸体験や四季にちなんだ創作体験イベント
陶芸教室では、初心者向け教室に加えて、中級教室を開き、より一層陶芸に親しみ、
あいかわ公園のファンとなり、リピータとなることを期待します。
公園から発生する木や竹等をベンチやイス等の木竹工の材料として活用します。
愛川町郷土資料館と連携して円滑な利用を図ります。
４）あいかわ公園の魅力を充実
あいかわ公園の多様な魅力をさらに充実させる取り組みをします。
宮ヶ瀬 3 拠点施設の連携：財団が運行している、インクライン、遊覧船、ロード
トレイン、シャトルバスの運行スケジュールを工夫し、3 拠点間の連絡の交通手
段の利便性を向上させます。
季節の花の充実：つつじだけでなく、公園ではサクラ、モミジ等が季節には見事に色
づきます。しっかり維持管理し、花を咲かせるとともに、花の様子、開花期等をホーム
ページや広報誌で積極的に紹介します。
利用モデルプラン紹介：あいかわ公園内や公園周辺での遊具遊び、散策、創作体
験、ハイキングや宮ヶ瀬湖周辺地域での観光ツアー等を組み合わせた滞在時間に
応じた【利用モデルプラン】を作成し、さまざまな活動を紹介します。
公園の状況、当日のイベント案内等とともに移動手段を確認して、あいかわ公園や宮ヶ
瀬湖地域での活動プランを組み立てるのに有効です。
５）閑散期の園内施設の利用促進
あいかわ公園 月平均利用人数
山間部にある本公園は、降雪や道路凍結等の影響を受
けやすく、冬期は利用者が少なくなる閑散期となりま
す。しかし、冬期の湖面の美しさや雪景色は他の
季節では味わえない魅力があります。また、親子
リースづくり、門松づくり、竹を使ったランプシ
ェード、木工教室等のウィンターイベントを実施
しています。冬季の閑散期には次のようにして利
用促進を図ります。
冬季の景色の魅力の広報：ホームページで
冬季の写真を積極的に載せて魅力を発信
します。さらにツィッター等にも活用し
て魅力を紹介します。
工芸工房村の活用：工芸工房村で機織り
・紙漉き・藍染め・陶芸・木竹工房等の体験型イベントを積極的に行います。
12 月はミニ門松、1 月は雛人形、３月は兜等季節を感じさせる創作を行います。
冬だからできるイベントの実施：空気の澄んだ冬に、雪をかぶった丹沢の山や横浜
のランドマークを眺める「日だまりハイキング」、「野草の発芽、木々の芽吹きの
自然観察」等。
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６）広報活動
今まで、広報パンフレット、チラシ、利用案内等の印刷物やホームページ等の電子
媒体、市や町の広報誌への掲載等で公園の概要、利用方法、イベント等の広報活動を
行って成果をあげて来ました。
・パンフレットや利用案内：公園および周辺地域を紹介し、好評を得ています。
・ホームページ：季節の公園の風景を動画で紹介しています。
・ツィッター：利用者の経験等を実際の声として紹介しています。
今後とも公園や地域でのさまざまな魅力ある活動を紹介します。
季節の花の紹介：あいかわ公園のシンボルであるツツジをはじめサクラやモミジ
等の季節の花を紹介します。ホームページでは、開花状況を動画で紹介します。
あいかわ公園と宮ヶ瀬湖周辺施設の利用紹介：公園と宮ヶ瀬湖周辺地域を組み合わ
せたマップを作成し、前述した利用モデルプランと合わせて、利用方法を紹介します。
宮ヶ瀬湖周辺 3 エリアマップ：あいかわ公園、宮ヶ瀬湖畔園地、鳥居原園地の宮ヶ
瀬湖周辺 3 エリアを紹介します。
宮ヶ瀬湖周辺ハイキングマップ：８つのハイキングコースを各コースの所要時間と
見どころ、厚木や橋本からのバスの時刻表等とともに紹介します。小田急線各駅
や営業所での紹介を継続します。
宮ヶ瀬湖畔マップ（ビオトープ、カヌー教室、宮ヶ瀬バーベキュー）：
宮ヶ瀬湖畔の活動をあいかわ公園の活動メニューと組み合わせて紹介します。
イベント紹介：あいかわ公園や宮ヶ瀬湖周辺地域で行うツツジまつり、みやがせフェスタ等
のイベントを紹介します。「昼間はあいかわ、夜はイルミ」等季節のイベントの魅力を伝えま
す。
大規模イベント時には、民間のイベント情報配信システムに情報提供し、幅広く
周知を図ります。【イベントバンク】に登録した情報は、すぐに、提携するメディ
アに無料で配信され、イベント雑誌社、観光協会、ホテル会社、旅行会社、出版社、
新聞社等各メディアに掲載されます。

参加型の取り組み紹介
公園でできる工芸体験、自然体験等の体験活動・体験事業を紹介します。
７）利用促進のためのＰＲ活動
従来からの広報活動に加えて対象を絞ったＰＲ活動を実施し、利用促進を図ります。
公園利用者の広域化への対応：さがみ縦貫道の開通等による利用者の広域化に伴
い、東名高速海老名サービスエリアで行ってきた広報活動を、中央高速、圏央道まで
広げ、積極的な集客活動を展開します。
小中学生：環境保全のイベントや「水・エネルギー出前事業」について地元教育委員会、
小中学校にＰＲします。工芸工房村では、中学生の職場体験学習を拡充します。
地元住民：年間計画等について地元地域の回覧板を利用して周知を行います。
地域の高齢者：地元の老人会、養護、障害施設や愛川町社会福祉協議会に、花の季
16
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節の魅力、工芸工房村での体験活動等をＰＲします。
８）公園利用者数の目標値
管理運営の目標 利用者数

平成 30 年度時

年間

50 万人

安全で快適な公園としての機能を発揮し、さまざまな活動をして、互いに交流でき
る公園をめざし、目標を設定して管理運営します。
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平成３０年度事業内容
・利用促進のため、財団で実施する宮ヶ瀬湖周辺の観光型イベントとして、宮ヶ瀬クリ
スマスみんなのつどい、あいかわ公園つつじまつり、みやがせフェスタ（春・夏・秋）、
宮ヶ瀬 24H リレーマラソンを実施する。
・宮ヶ瀬湖周辺の自然を案内するガイド育成セミナーを実施する。
・旅行会社と提携し、ガイドと巡るツアーを実施する。
・利用促進イベントの拡充のため、ツリークライミング、ネイチャーゲーム、アウトド
アヨガ及び宮ヶ瀬キャラクターであるミーヤ・あいちゃん写真撮影会を実施する。
・工芸工房村で、地元愛川町の資源を活用した伝統工芸イベントや四季にちなんだ創作
体験イベントを開催する。
・工芸工房村で初心者向けに加え、中級者向けの陶芸教室を開催する。
・時間の都合で体験できない人や身体の都合で体験できない人等の為に体験作品の販売
を行う。
・工芸工房村で、園内で発生する木や竹等を活用した木竹製作教室を開催する。
・工芸工房村と愛川町郷土資料館との連携イベントを実施する。
・宮ヶ瀬３拠点施設の連携充実のため、インクライン、遊覧船、ロードトレイン、シャ
トルバスの運行スケジュールの検討を行う。
・園内の花の様子や開花時期等についてホームページ等で紹介する。
・園内の遊具遊びや散策、創作体験、宮ヶ瀬湖周辺地域等のモデルプランを作成する。
・冬季の公園の魅力をホームページ等で広報を行う。
・閑散期の冬イベントとして、日だまりハイキング及び木々の芽吹き自然観察会を行う。
・季節の花の紹介についてホームページで開花情報を動画で紹介する。
・宮ヶ瀬湖周辺３エリアをあいかわ公園・宮ヶ瀬湖畔園地・鳥居原園地の３エリアマッ
プで紹介する。
・園内で、宮ヶ瀬湖畔エリアのビオトープ、カヌー教室、宮ヶ瀬バーベキューの紹介を
行う。
・園内につつじまつりやみやがせフェスタ等のイベントチラシを掲示し紹介を行う。
・参加型の取組みとして工芸工房村での工芸体験や自然体験事業等の紹介を行う。
・高速道路サービスエリア等を利用して公園利用者の広域化の集客活動を実施する。
・地元中学校の職場体験学習の受入れを実施する。
・地元地域の回覧板を利用し、公園の PR を実施する。
・地域高齢者に工芸工房村の体験活動等の紹介を行う。
・各種イベント等の開催により利用促進を図り、あいかわ公園利用者人数を平成３０年
度時に年間利用者５０万人を目標とする。
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別表 イベント計画表
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計画書５「自主事業の運営」
１）自主事業の考え方
公園の施設を活かして駐車場事業、レストラン等事業を自主事業として行い、利用
者の利便を図ります。
２）具体的な提案
①駐車場事業 ･
駐車場は南駐車場が大型車、普通車を含め 460 台、北駐車場が大型車及び普通車
を含め 221 台で、全日開場で運営しています。
混雑時の対応
公園が混雑するゴールデンウィーク及び夏休み期間中等は、駐車場の整理要員
を増員して速やかな誘導・案内、利用者の安全確保に努めます。また、無線機を
使用し、誘導員が満車・空き状況等の情報を提供して混雑の緩和を図ります。
料金徴収
有料期間は、職員を配置し、料金徴収とともに大型車、小型車、オートバイに
分類して場内の管理、誘導を行って利用者の案内および安全確保に努めます。
人員配置
無料期間は人員を配置せず、毎日定期的に巡回点検します。有料期間は、人員
を南駐車場に 2 名・北駐車場に１名を配置します。特に混雑する時等は利用状況
に応じて適宜対応します。
事故や災害時の対応
場内での事故等によるけが人や犯罪等が発生した場合は 、速やかに初期対応
を行い、関係部署への連絡、厚木土木事務所への報告等の手続きを行います。
集中豪雨、台風、強風、大雨等の警報発令時や発令の可能性がある場合には、
利用者にいち早く情報を伝え、事故や災害に備えます。事故や災害が重大な場合
には、利用者の安全確保を優先し、利用を停止します。
②レストラン等事業 ･
公園では長時間滞在する方も大勢います。飲食を提供して利用者の利便を図ると
ともに、地場産品の展示・販売を行って地域の伝統工芸や文化の紹介をします。
軽飲食コーナー
平成 21 年度から工芸工房村で運営しています。麺類（うどん等）、定食、カレー
ライス等の他、飲料、ソフトクリーム等を提供しています。弁当販売箇所の増設や
キッチンカーの導入等を検討します。
清涼飲料水等自動販売機コーナー
パークセンターに 3 台、冒険の森等の屋外施設に 6 台の合計で 9 台を設置してい
ます。設置場所や台数等を検討し、利用者の利便性を向上させます。
売店コーナー
愛川町観光協会によって、平成 23 年度よりパークセンター内で【地場産品の展示
・販売】、【愛川町観光案内コーナー】を運営しています。
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３）料金設定に関する考え方
駐車場事業：事業収入は、駐車場の管理、維持等の費用に充当します。
レストラン等事業：収入は、レストランの委託費用、管理運営費用に充当します。
一部の業務を委託して自主事業を行ないます。
レストランでの「軽飲食提供」は、専門性を有するので外部委託します。
売店コーナーの管理運営は愛川町観光協会に委託します。
各自主事業には担当職員を配置して業務の点検、チェック、指導監督を行ないま
す。
次に、指定管理者としての点検方法、指導監督等を
記載します。
自主事業での委託業務を実施体制として表に示します。
点検、チェック方法、指導監督
方法、業務仕様を明確にして委
託先と契約を結び、業務仕様に
基づいて業務の各段階で点検、
チ ェック 、指導 監督を 行いま
す。
・業務実施前：委託先と協議し、
委 託 先が 業務目標の設定と業
務実施計画を作成します。
・業務実施段階：業務の遂行状況
を観察し、必要な場合、指導監
督します。
・業務実施後：委託先は業務報告書を作成し、担当者に提出し、報告します。担当
者は業務内容を確認し、必要な場合には、改善や、やり直しの措置を求めます。
業務の仕様を満足していると確認した後、承認して検収手続きを行います。
・業務の改善：利用者からの要望等や改善提案がある場合は、委託先と協議し、実
効性を確認しながら、レベルの向上を図ります。
平成３０年度事業内容
・駐車場混雑時には、駐車場整理要員を増員し、来訪者への駐車場の空き情報の
提供を行う。
・駐車場有料期間は、職員を配置し場内誘導、安全管理を行う。また、必要に応
じ北駐車場を開放し、利便向上を図る。
・駐車場無料期間は、人員配置をせず巡回点検を行う。
・事故や災害時には、速やかな初期対応を行うとともに、関係部署への連絡、厚
木土木事務所への報告を行う。
・清涼飲料水等自動販売機コーナーについて、設置場所や台数等の検討を行う。
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計画書７「利用者への対応」
公の施設として、利用者の意思や要望を尊重して利用者の立場で公平公正に、誠実に
対応し、利用者が園内で快適にすごせるように努めます。
パークコンシェルジュを配置して公園の案内、適切な情報提供や利用相談を行
い、利用者の利便を図ります。
各担当は、担当業務を確実に遂行でき、利用者を迎える意識を持って、利用者に
対応します。
【公平公正な対応】
・会議室の利用受付、事業への参加申し込み等で公平公正な扱いをします。
・身障者や高齢者等への配慮を十分にします。
【職員の能力向上】
・職員は、公園利用の適切な知識を習得し、業務に習熟するよう研鑽します。
・実際的な業務マニュアルを作成し、マニュアルを基本として業務を行います。
マニュアルは、状況の変化に応じて逐次改訂をします。
【適切な情報提供、利用相談】
パークコンシェルジュを配置して情報提供や利用相談をします。
・目的に応じた公園の利用方法の相談
・公園の魅力紹介（季節の花、体験イベント、ハイキング情報 等）
・宮ヶ瀬湖周辺地域情報（周辺地理、魅力、アクセス方法、所要時間 等）

（１）接客対応及びその研修等
１）接客対応
パークコンシェルジュ
公園のよろず相談ができる案内係をパー
クコンシェルジュとしてパークセンター
と工芸工房村に配置します。
職員の対応
・職員は、幅広く公園の内容や利用方法
を知って、利用者と応対できるように
します。
・分かりやすい統一したユニフォームや
名札を着用し、親しみやすい雰囲気を
作ります。
・
研修
し、良好な接客を行います。
・業務毎に実際的な場面を想定した具体的なマナーについて研修します。
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２）研修等
接客対応の研修では、接遇、コミュニケーションとともに、地域や公園の知識、情
報を取得するよう努めます。
・パークコンシェルジュ機能が果たせるように情報を整理します。
・接客対応の定期研修では、「コミュニケーション」や「態度、表情」、「言葉
遣い」等一般的なものと現場に即した実際的な研修も行います。
・自殺の危険を示すサインに気付き、声を掛け、話を聞いて見守る等の適切な対
応ができるように「ゲートキーパー研修」を行い、自殺の予防に努めます。
・他公園への視察や OJT 教育によって接客対応、情報提供の向上を目指します。
・日常のミィーテングで情報交換や話合いを行って接客の向上を図ります。
（２）苦情処理の対応及びその研修等
１）苦情処理の対応
苦情には、利用者の期待を下回って発生する「日常的な苦情」、「悪意のある苦情」、
「常識を欠いた苦情」等があります。どのような苦情でも基本に従って対応します。
相手の「心情を理解」して、「不快にさせたことをお詫び」し、苦情を良く聴く。
迅速に対応し、まずは「お詫び」して、相手の心情を理解して話を聴き、相手の気
持ちを静めます。
問題の「原因・事実確認」を行う。 いつ・どこで・どんなことがあって・
冷静に現場確認や質問等で事実関係を
誰が不満を持っているか・何が問題か
確認し、状況を把握します。
・当方にどうして欲しいのか
なお、職員は正確に記録を取ります。
問題に対する「解決策、代替策」を提示する。
利用者の立場に立って、苦情の解決策を提示し、利用者の納得をいただきます。
利用者の要求に応えられないときには、相手の心情を考えた上で、「わかり易く」
理由を説明し、代替案を提示する等で粘り強く対応して、納得ある解決策を見出し
ます。なお、不当な要求に対してはお断りします。
再度「お詫び」し、ご意見に対して「感謝する」
・相手に非がない場合には「お詫びと感謝」をします。
・苦情は、記録に残し、公園内で情報を共有します。
・苦情を活かして、管理運営や事業の改善を図ります。
２）研修等
苦情への対応方法とともに、管理運営の改善につながる研修を行います。
苦情対応方法を研修します。
・相手を不快にさせない言葉遣い、態度 等
・相手の心情を理解するコミュニケーション方法（あいづち、間のとり方等）
・事実を確認する質問方法
職員で内容を共有し、研修やミーティングで検討します。
具体的対策で次の発生を未然に防止し、管理運営や事業に反映します。
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（３）利用者への公園の利用指導及びその研修等
１）公園利用指導
2 つの側面から利用指導を行います。
公園でのマナーや利用制限等の指導
ルールをしっかりと定めて、「ふわふわドーム１０のやくそく」等の利用案内
を定めています。掲示板、注意看板を設置してマナーや利用制限の周知を図り
ます。各職員がルールをしっかりと認識した上で指導します。
自然観察、ネイチャーゲーム、工芸工房村体験等の安全指導や技術指導
公園では、自然体験学習、工房での体験学習等さまざまな活動が出来ます。円滑
に安全指導や技術指導を行えるように指導者の技術向上を図ります。
２）研修等
自然観察、ネイチャーゲーム、工芸工房村体験等の体験活動の利用指導には一定
の知識や技能が必要です。当財団では、指導できる人材育成を目指して、講習会の
実施、外部講習会への派遣等による職員の資格取得の支援を行っています。今後と
も支援します。
財団にはさまざまな資格保有者がおり、公園の管理運営に活用しています。
公園運営管理の
資格
自然・環境関連
安全関連
作業管理

公園管理運営士、土木施工管理技士、ダム管理技士
自然観察指導員、ネイチャーゲーム指導員
自然体験活動指導者インストラクター
小学校長期自然体験活動指導員
プロジェクト・ワイルド・エデュケーター一般指導、指導員
普通救命講習者（２８）
刈払機講習（１７）、チエンソー講習（１５）、遊具日常点検（７名）

（４）サービス向上のために行う利用者のニーズ・苦情の把握及びその内容の事業等
への反映の仕組み
ニーズとともに苦情は、利用者のニーズの表れと考えて、積極的に把握し、個々の苦
情に対応するとともに、管理運営に反映するように努めます。
１）ニーズ・苦情対応の仕組み
ニーズ・苦情の把握
利用者との会話、アンケート、等のさまざまな方法で苦情を把握します。
ニーズ・苦情への対応
把握した苦情について、内
容や事実をその場で確認
し、その場で対応します。
その場で対応できないもの
は、いったん事務所に持ち
帰り、データベース等も活
用しながら職員で情報を共
有し、対応を検討します。
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利用者へのフィードバック
ニーズ・苦情への対応は申立者に検討結果を理由とともにフィードバックしま
す。多くの利用者に共通するものは掲示板、ホームページで公表します。
２）事業等への反映
ニーズ･苦情は、内容（発生日時、申立者、苦情内容）と対応結果（検討内容、
対応処理）をデータベースとして記録、保存し、年度末に整理・分析します。
職員ミーティングで分析結果に基づき、必要な改善、翌年度の管理運営計画へ
の反映を検討します。効果が有り、実行可能なものは、計画に織り込みます。

平成３０年度事業内容
・パークコンシェルジュ（パークセンター、工芸工房村）の配置を行う。
・職員の統一したユニフォーム及び名札の着用の実施や接客研修を実施する。
・コミュニケーションなどの各種研修を行う。
・利用者からの苦情に伴う適切な対応を実施する。
・苦情への対応方法や管理運営の改善につながる研修を実施する。
・公園でのマナーや利用制限についてルールに則った掲示板や注意看板の設置や
体験教室等での安全指導を実施する。
・公園管理に必要な資格や自然体験の指導者資格などへの派遣、資格支援の実施
を行う。
・公園利用者のニーズや苦情把握のためアンケート等の実施をする。
・公園利用者ニーズ・苦情等は申立者への結果フィードバック及び多くの利用者
への共通事項は掲示板やホームページによる公表に努める。
・公園利用者ニーズや苦情などの内容と対応結果をデータベースとして記録保存
し、年度末に整理分析を行う。
・宮ヶ瀬湖周辺地域の今後の事業等に生かすため、宮ヶ瀬湖周辺の主要エリアで
モニタリング調査を実施し、結果を当財団だけでなく関係機関にフィードバッ
クする。
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計画書８「通常の指定管理業務を行う中での事故防止等の取組内容」
（１）通常の指定管理業務を行う中での事故防止等の取組内容
本公園は、自然にふれあえる一方、厳しい自然条件もあり、子供に人気のあるア
スレチック施設、冒険型遊具等は、転落事故等の危険性もあります。自然観察林は
ハイキングコースもあり、道に迷う危険性もあります。
今後も、しっかりとした安全管理体制を構築し、日常の安全管理、自然災害時の
安全確保に努め、誰もが安全に楽しめる公園とします。
また、本公園は、宮ヶ瀬ダム直下にあり、観光放流日は観客が多く混雑していま
す。このような中での事故も想定されるため、相模川水系広域ダム管理事務所とも
連携し、負傷者の早期搬出や搬出方法等について協議します。
１）防犯対策等安全確保の実施体制
公園所長が公園の安全管理責任者として確実に防犯対策が出来る体制とします。
異常発見時や機械警備での発報による緊急連絡時には警察署、消防署の出動を依
頼するとともに、緊急連絡体制を活用し職員を緊急参集します。
開園時の防犯体制
通常の業務体制で防犯にあたります。パークセンター管理員が各持ち場の責任者
となって、持ち場毎に事故防止等の安全管理の取り組みを行います。
夜間、休園時の防犯体制
建物については施錠し、パークセンターに機械式警備装置を設置し、勤務時間
外の建物警備を通年、警備会社に委託します。
半原交番（地域交番）との連絡
半原交番と公園情報の連絡や公園からの要望等の定期的な連絡をして連携を
深め、園内の防犯に努めています。
２）施設の安全対策及び水害防止
施設の点検や整備を十分に行ない、いつでも安全に利用できるようにします。
パークセンター前のじゃぶじゃぶ池は、夏には大勢の子ども達が水遊びをする人
気のスポットなっています。水深が浅いとはいえ、小さな子ども達が多く遊ぶので、
十分に安全管理と水質管理に努め水難事故の防止に努めます。
監視員の配備
危険の予測される場所には、監視員を配置して危険防止に努めます。また、近年、
小さな子どもたちを対象とした盗撮等があり、裸に近い子どもたちの様子を撮影す
る不審者がいます。保護者に注意を呼びかけるとともに監視を強めます。
公園の周辺での水難事故の防止
公園の近くの中津川、宮ヶ瀬湖での危険箇所や増水の有無等について、ダム管理
事務所と連携し、情報を収集し、利用者に周知して、事故を防止します。
３）維持管理業務における日常の作業の安全対策
巡回の頻度、巡回コース、巡回のポイント等のこれまでに蓄積してきたノウハウ
を基に、巡回・点検・修繕等の対応の計画を作成し、危険な要素をマニュアルやハ
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ザードマップに反映し、安全確保に努めます。
より適正な管理を実施するための維持管理計画
施設や設備については、安全の確保に特に留意して、老朽度、利用の状況等に応
じた交換、補充、改良等の確実な設備維持管理計画を作成します。特に子どもが利
用する遊具では、遊具監視員の配置や利用のルールを定めて安全確保を図ります。
より安全性を確保するために施設や設備の維持管理
巡回点検や維持管理作業を確実に行います。
注意看板設置
要所に「タバコ投げ捨て禁止」、「有害虫に注意」等の注意看板を設置します。
園内の定期的巡回点検
・施設、設備、用具等の損傷や不具合等や異常を早期に発見し、対処します。
・利用者に安全上の注意を呼びかけ、不適切な公園の利用の防止、不審者の発見
等を行って安全確保に努めます。
・登山道を巡回し、ヤマビルやスズメバチ等を早期発見し、対処します。
確実な維持管理作業の実施
毎朝、朝礼を実施し、修繕場所、作業手順、注意事項等を周知します。
・危険につながる作業は、開園前に作業する等、利用者の安全を図ります。
（例：通路脇の斜面での刈払機の作業は、利用者のいない開園前に実施）
情報の引継ぎ
点検やパトロールで気のついたことを日誌に記録して、確実に引継ぎます。ヒヤ
リハット集を作成し、職員間で意見交換して事故防止を図ります。
４）安全管理の指針の整備（例：ハザードマップ、施設点検マニュアル等）
公園を構成する要素や特性を考慮し
て安全管理の指針の整備をします。
・遊具は大事故に繋がる可能性があるの
で特に留意して管理します。
・広大な山間部はパトロールコースを決
めて定期的に点検します。
・監視カメラの死角や、見通しの悪い箇
所を重点的に巡回します。
・日常点検や、大雨等の後の特別点検で斜
面地の地形の変化、土砂の園路への流出
ハザードマップ
入、施設の損傷等を早期発見し、早期補
修して危険を未然防止します。
ハザードマップ：危険箇所を示した地図を掲示をし、注意を呼びかけます。
施設点検マニュアル：各場所での留意点を折り込み、確実に点検します。
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点検名称

個所

日常巡回
施設点検

遊具安全点検
遊具定期点検
各種点検
法定点検

点検者

毎日1回
園内全域
年1回

パトロール
重点点検

回数

重点点検個所 随時
遊具
各施設

公園管理主任・管理員

報告先
所長

点検チェックリスト

所長・公園管理主任

園内巡視マップ
県土木事務所・
財団本部

・本部職員

適用マニュアル
園内巡視マップ

点検個所チェックリスト

所長・公園管理主任

月1回

管理員

年1回

専門業者

所長

施設毎に 財団担当者
規定
または専門業者

５）安全対策の研修
本公園には施設の建物、屋外
の遊具、斜面の構築物、登山道、
樹林等多様な要素があります。
また、植生管理で使用するチェ
ンソーや刈払機、工芸工房村での
電動のこぎり、陶芸用電気炉等の
取り扱いを誤ると大事故につなが
る機器も多数あります。
研修を行い安全意識の向上と
安全対策を確実に実施します。

遊具点検チェック

県土木事務所
所長

リスト
各施設点検

県土木事務所

マニュアル

安全対策研修計画
名称

対象

基礎研修

職員・
管理員

内容
・安全意識

・利用者の安全確保

頻度
1回/年

・公園内各作業の安全上の留意点
・遊具等の利用上の安全注意

1回/年

・工芸工房体験、森林体験事業時の諸注意
・維持管理作業中の安全確保（立入り禁止等）

利用者の
安全確保

職員

・ハイキングコースのルート案内
・ハザードマップの活用
・斜面状態や遊具状態等特に留意する点検項目

安全管理
研修

・救急訓練、救護訓練

・ＡＥＤ研修

・労働安全衛生法等の関連法令の遵守事項

1回/年

・薬剤使用上の注意
・委託業者の安全指導、監督上の注意

作業スタッフ
の安全確保

管理員

・園内での自動車走行上の注意
・作業用機械・用具の取り扱い方法
・植生管理 刈払い機、チェンソー 等
・工芸工房作業 電動のこぎり、電気炉 等

 講義とともに、ベテラン職
・他公園での事例研修
2回/年
事例研修
職員
・作業上の安全注意
1回/月
作業グループ研修
員を講師とする実地研修を （職員、作業スタッフ、委託先業者） ・ＯＪＴ研修
新人
新人職員、 ・安全管理の基礎
行って実際のノウハウを習
新人研修
採用時
管理員 ・業務上の安全管理
得するようにします。
 利用者の公園での利用状況を想定し、危険を未然に防止できる研修をします。
 機器の取扱いでは、メーカー技術者やベテラン職員を講師とする実地研修を十分
に行って取扱いに習熟するようにします。
 公園職員は、ＡＥＤを取り扱う訓練を受け、緊急時の対応準備をします。
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平成３０年度事業内容
・開園時の防犯体制として各持ち場で管理員が責任者となり事故防止等の安全管
理を行い、夜間や休園時の防犯体制として建物警備を通年警備委託する。
・地元駐在所との連絡体制強化を図るため、地元駐在所との連絡を密に行い連携
強化を図る。
・園内の危険の予測される場所については、施設安全利用等の周知を行う。
・ダム管理事務所から近くの中津川、宮ヶ瀬湖での危険個所や増水の有無等の危
険情報が入った場合には、利用者への周知を行う。
・園内に「喫煙マナー」、「有害虫に注意」等周知看板を設置する。
・園内施設については点検マニュアルにより確認を行い、巡回や点検等により施
設の損傷や不具合などの早期発見につなげ、適切な対処を行う。
・毎日朝礼を実施し、注意事項の周知を行う。
・点検、パトロール等で気づいたことを日誌に記録し引継ぎを行う。またヒヤリ
ハット集を作成し、職員間での事故防止に努める。
・園内の危険個所等については表示等を行い利用者の安全を図る。
・ベテラン職員による機器取扱い研修、メーカー技術者による機器取扱い研修や
AED 研修を実施する。
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計画書９「事故、異常気象等(水防を含む。)の緊急事態が発生した場合の対応方針」
（１）事故、異常気象等(水防を含む。)の緊急事態が発生した場合の対応方針
１）事故や災害発生時等の緊急時の体制及び初期対応
当財団の策定した「宮ヶ瀬湖周辺園地防災マニュアル」に基づいた「あいかわ公
園災害・事故対応マニュアル」に従って、防災組織と責任者、行動基準を明確にし、
関連機関とも連携して即座に機能する体制を確保します。
あいかわ公園では、緊急事態発生時には、所長を公園責任者として財団本部の
災害対策本部の指揮下で緊急時対応体制をとります。
事故発生時には、あいかわ公園として事故対応本部を設置します。
非常事態が想定され、県から指示があった場合を含め、状況によっては、夜間
待機の体制を取ります。
設置時期 ・
緊急時の体制
・県央地域地震５以上の地震その他の火災等の災害発生時
※震度５以上の地震発生時の対応には提案書 10 で記載します。
・財団本部に災害対策本部を設置し、同時に公園に災害対策本部を設置します。
・時間外に災害が発生した場合は、自宅の安全を確認した後、清川村、愛川町、
相模原市緑区在住の職員は、速やかに参集し情報収集を行います。
事故時の体制
・あいかわ公園内で事故が発生した場合には、所長の判断で事故対応本部を
設置します。所長不在時には職制最上位のものが判断します。
設置場所 ・
緊急事態時の災害対策本部設置場所
・県立宮ヶ瀬やまなみセンター会議室、公園ではパークセンター内にあいか
わ公園災害対策本部を設置します。
事故時の設置場所
・公園内のパークセンター内にあいかわ公園事故対策本部を設置します。
連絡体制 ・
災害対策本部のあるや
まなみセンターより、
あいかわ公園等の宮ヶ
瀬湖周辺３拠点に連絡
します。
あいかわ公園災害対策
本部より、工芸工房村
管理員、郷土資料館等
に連絡します。
公園内の状況については、適宜パトロール等を行い、県に報告します。
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初期対応 ・
あいかわ公園をはじめ、当財団が管理する 3 拠点（宮ヶ瀬湖畔地区、鳥居原地区、
ダムサイト地区）での事故や災害の発生時には「宮ヶ瀬湖周辺園地防災マニュアル」
の「初期対応一覧」に基づいて応急処置、初期消火、避難等の初期対応をします。
職員による応急処置
応急処置

医療機関への搬送

初期消火

避難誘導
避難場所
避難等

非常時の持ち出し

大災害発生時避難場所

・応急手当実施。状況によりＡＥＤ使用
・119番通報し、救急車要請
・同時多発災害時には、財団の車両で病院に搬送
・火災発見時、大声で周囲に知らせる。
・119番通報
・初期消火実施（消火器、水バケツ等）
・大地震発生時は消防車の到着が遅れることを考慮する。
・避難の必要が生じた場合、指示に従い避難開始
（外来者は、不慣れであるので誘導に留意する。）
・火災時、地震時：
一次避難場所：右岸広場、あいかわ公園子供広場
広域避難場所：愛川ふれあいの村
・非常持ち出しナップザックを準備し、次のものを収納
応急手当セット、ラジオ、懐中電灯、職員名簿
・宮ヶ瀬やまなみセンターが使用できないような場合
：一次避難場所を集合場所に指定する。
（職員に日常から周知徹底しておく。）
・集合場所変更等の場合「災害用伝言ダイヤル１１７」を利用

２）避難誘導、公園の利用制限等を考慮した連絡方法及び対応
避難誘導 ・
本公園から約 2km（徒歩約 30 分）離れた県立愛川ふれあいの村までのルートを避
難誘導経路として定め、経路の状況を日頃から把握し、職員間で情報を共有します。
災害時には、まず利用者に現在の状況を説明し、今後の行動について理解していただ
いた後、職員が広域避難場所である県立愛川ふれあいの村まで誘導します。
・避難にあたっては、経路の安全を防災機関等に確認した後に誘導します。
・職員は、利用者の安全を確保しながら落ち着いて行動するように促します。
・経路には河川や橋、坂道があります。危険と判断された場合は園地内に待機します。
公園の利用制限を考慮した連絡方法 ・
「台風、地震時の事前及び事後対応マニュアル」に基づいて対応します。

利用制限
公園内の状況や公園までのアクセスルートの状況を把握し、状況に応じて速や
かに災害への対応を行うとともに、利用中止等の利用制限等の対応に当たります。
・施設の利用制限については、緊急連絡体制により、各施設に連絡します。
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・ホームページでも施設の状況や利用制限について周知します。
・来訪者に対して放送等で避難誘導や危険箇所の情報提供等を行います。
連絡方法
・来訪者に対して放送等で避難誘導や危険箇所の情報提供等を行います。
・ホームページでも施設の状況や利用制限について周知します。
３）暴風大雪警報発令時の対策
山間部の本公園は、暴風や大雪時には市街地との交通遮断の可能性があります。
・前述の「台風、地震時の事前及び事後対応マニュアル」に基づき対応します。
・職員は速やかに園内の状況を確認します。
・同時に、警察や県の土木事務所等関連機関と連絡をとり、公園へのアクセス道
路の情報を収集して、対応します。
・利用者が園内に滞留する場合を想定して毛布や食料等の備蓄を進めます。
・異常気象による非常事態が予測され、県から指示があった場合は、公園内で夜間
待機し、翌日早朝にパトロールを実施し、速やかに県に報告します。
（２）急病人等が生じた場合の対応
（救急救命士等の配置、救命に関する職員研修等）
急病人が生じた場合、「事故や災害発生時等の緊急時の体制及び初期対応」の
初期対応に準じて対応します。
・職員による応急手当を実施します。
・急病人の依頼を受け、救急車を要請し、医療機関への搬送をします。
計画書８「通常の指定管理業務を行う中での事故防止等の取組内容」で記述した
ように、定期的に救命訓練を行って円滑に対応するよう努めます。
大雨・大雪・暴風警報発表時の連絡体制について
１ 平日の8:30～17:15に警報が発表された場合
・園内放送や掲示等による注意喚起及び、応急対策等を講じるとともに、危険
時を避けパトロールした後、園内の被害状況を事務所へ報告する。
・警報が時間外にも継続して発表されている場合には、時間外にも公園利用者が
存在する可能性を考慮し、必要に応じて注意喚起等の措置を実施する。
２ 時間外及び休日に発表された場合
【指定管理者の対応】
・翌開庁日の 8:30 までに公園の被害及び応急対策の状況を事務所へ報告する
。報告時には、主園路や施設及び、事故の発生が予期される場所をパトロー
ルし不可能な場合には、把握している被害状況を事務所へ報告のうえ公園全
体のパトロール終了後、被害状況を事務所へ再度報告する。
３ その他
・人的・物的被害を発見した場合には、速やかに事務所へ報告する。
・対応が必要と思われる他の気象警報がある場合には、適宜追加する。
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平成３０年度事業内容
・緊急事態発生時には、所長を責任者とした（初期消火、避難、応急処置等）体
制づくりと運用を行う。
・緊急事態発生時には、状況把握や必要に応じた利用制限を実施し、来訪者に対
し放送等により情報提供を行う。
・緊急事態発生に備え、毛布や食料の備蓄を行う。また、異常気象時や県からの
指示により、公園内での待機及び報告を行う。
・急病人が発生した場合に、円滑に対応ができるよう救命訓練等を実施する。
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計画書１０「当該公園の「震災時対応の考え方」に示す初動体制等への対応、
大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え方」
本公園は、都市公園として神奈川県地域防災計画で震災時の対応が規定されていま
す。県の規定の趣旨、内容に沿って都市公園としての役割を果たすように努めます。
なお、愛川町地域防災計画とも連携して対応します。
（１）当該公園の「震災時対応の考え方」に示す初動体制等への対応
財団の策定した「宮ヶ瀬湖周辺園地防災マニュアル」に基づいた「あいかわ公園災
害・事故対応マニュアル」に従って、即座に機能する初動体制を構築しています。
今後、募集要項の【参考資料１「震災時対応の考え方」】に基づき、管理運営業務、
維持管理業務を再点検し、円滑に確実に、また臨機応変に震災時に対応いたします。
指定管理者としての震災時の役割 ･
震災時には、関連機関と分担して指定管理者として次の役割を果たします。
初動体制への対応

･
震度５弱以上

愛川町で
震度５以上の地震が発生した場合
または東海地震注意・予知情報
震度５強以上
表に示す場所に震度５以上の地震が
県内どこかで
または大規模災害発生
発生した場合、財団理事長を総括責任
者、公園所長を次席責任者として公園職員を３つの係に配置する初動体制を整えて、
来園者の安全を確保します。
●本部：
県立宮ヶ瀬やまなみセンターに設置
●あいかわ公園災害対策本部：
パークセンター会議室に設置

初動体制
総括責任者（財団理事長）

係

[初動時]管理事務所初動体制確立

次席責任者（あいかわ公園所長）
[初動時]園内パトロール、避難誘導
[緊急時]応急対策業務

連絡係

パトロール係

主な業務

連絡係

情報の収集と報告

パトロー
ル係

園内巡視、被害状況把握
来園者誘導、応急対策

支援係

パークセンタでの建物点検、
救護、建物管理 等

支援係

[復旧・復興時]の対応

・勤務時間内に発生した場合：直ちに体制を整え、来園者の安全を確保します。
・勤務時間外に発生した場合：地震発生から３時間以内に３係体制を整えます。
震度5弱以上が発生した場合（※震度はあいかわ公園所在地の震度とする）
・園内放送による注意喚起等の実施及び、地震がおさまった後、園内パトロールに
よる被害状況の確認を実施し、園内パトロール開始時刻とパトロール結果を所管
事務所へ報告する。(被害の有無に関わらず報告を行う)
・震度５弱から（県は第１次応急体制等の緊急配備となることから）、時間に関係
なく速やかに被害状況を報告する。
【連絡方法】
１

報告日が平日の場合及び県内で震度５弱以上が発生している場合
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連絡方法：職場の電話及びFAX、メール等 連絡体制：公園(指定管理者)→厚木
土木事務所→都市公園課

指定管理者本部→都市公園課

２ １以外の場合
連絡方法：個人の携帯電話等 連絡体制：指定管理者→厚木土木事務所→都市
公園課

指定管理者本部→都市公園課

震度４が発生した場合（※震度はあいかわ公園所在地の震度とする）
１ 平日・休日の8：30～17:15に発生した場合
・園内放送による注意喚起等の実施及び、地震がおさまった後、園内パトロールに
よる被害状況の確認及び応急対策を実施し、園内パトロール開始時刻とパトロ
ール結果を所管事務所へ報告する。(被害の有無に関わらず報告を行う)
２ 平日・休日の時間外に発生した場合
・パトロールを実施し 8：30 までにあいかわ公園の被害状況を事務所へ報告する。
報告時には、主園路や施設及び、事故の発生が予期される場所を可能な限りパト
ロールを行う。8:30 までにパトロールすることが不可能な場合には、把握して
いる被害状況を報告のうえ、公園全体のパトロール終了後、被害状況を事務所へ
再度報告する。（被害の有無に関わらず報告を行う)
・あいかわ公園の被害状況を取りまとめた後、都市公園課へ報告する。
平常時における防災への取り組み ･
震災時利活用施設等の維持管理
・想定されている
名の滞留者が十分に安全確保できるように留意します。
・現在のチェックリストを再点検し、利活用を想定して施設の点検をします。
訓練内容
備品類の日常点検
訓練項目
訓練内容
適用係
・資機材及び救急医薬品はリス
報告
県厚木事務所への報告
連絡係
情報訓練
情報収集
テレビ、関連機関、園内施設から収集
支援係
情報伝達
園内利用者等への伝達
トを見直し、パークセンター
管理事務所
機能を回復し、災害対応本部を設置
建物、設備
園内施設
に保管します。
確認・点検
支援係
電力、通信機能、飲料水、備蓄品
避難路、避難場所
周辺状況
周辺連絡道路状況
・毎年１回以上、設備機械等の動
応急処置
支援係
医療機関の案内
作や油類の残量、放電の有無等 負傷者への対応 搬送・搬送助力
被災状況、利用状況を図面等にまとめ、
要点検箇所巡視
被災状況把握
連絡係に報告
パトロール係
の総点検を行います。
応急処置
危険箇所の対応
バリケード等の立入り防止対応
自宅や避難場所への移動が危険な場合、
パトロール係
安全場所の確保
意識向上の取組 ･
広場、管理事務所等に安全場所確保
利用者避難誘導
園内放送等での避難呼びかけ

支援係

工事現場対応
現場の安全確保
施工業者と協力して安全確保
パトロール係
指定管理者職員の意識向上
被災状況報告
連絡係
応急対策
パトロール係
・「震災対応について」を研 利用者（滞留者） 救急措置
支援係
情報提供
交通機関、医療機関、道路状況
対応
場所の確保
要支援者スペース、授乳スペース等
修計画に組込みます。
救助・救援活動支援車両等の受入
利用者の対入り禁止措置等
パトロール係
・家族との連絡方法等を常時から準備し、緊急時には震災対応に専念します。
・防災関連情報の収集を心がけ、救命講習、ＡＥＤ講習等の防災に関連する講習
や研修会に参加するように努めます。
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利用者・近隣住民への働きかけ
・具体的な施設の利活用のパネル、実際に使用する備品類の展示等、公園の災害
時対応についての情報の周知、普及を図ります。
（２）大規模災害発生時の公園の特性、立地状況等に応じた災害対応の考え方
あいかわ公園は、大規模地震発生時には、孤立する可能性もあります。また、広
域避難所である「県立愛川ふれあいの村」や避難所および医療救護拠点の「半原小
学校」までの約 2km（徒歩約 30 分）の避難誘導経路には河川や橋、坂道があり、地
震発生直後には利用できないことも想定されます。
１）地域との連携
財団は、「宮ヶ瀬湖周辺地域活性化懇談会（首長会議）」等を通じて地域および
公園の活性化や防災、安全に関して関連市町村をはじめ県の土木事務所等との連携
を図ってきました。
今後も、これらの連携を通じて、地域および公園の大規模災害に対しても被
害を最小限にするように連携を図っていきます。
宮ヶ瀬湖周辺地域の施設や住民とさまざまな連携を通じて情報ネットワーク
を構築しています。今後とも、関連機関及び市町村等（自主防災組織等）と
の連携を図り、災害時にも円滑に情報収集し、連携できるようにします。
２）防災訓練
来園者や地域住民の協力のもとで災害を想定した実際的な訓練を実施します。
指定管理者職員の訓練
年に２回、公園利用者の避難誘導や救急活動等の訓練を実施しています。
今後、防災訓練にあわせて震災時利活用施設の点検、勤務時間外の参集訓練
を実施します。
市町村等（自主防災組織等）との防災での連携
・意見交換の機会を持ち、社会状況変化に応じ、対応等の見直しを協議します。
・施設の解錠施錠や避難車両誘導等の協議をし、協力体制を確立します。
・これまでも、共同訓練や体験イベントを年に複数回実施してきました。今後
も、イベント時に、対応訓練を実施します。
３）職員の教育
・職員に対し、神奈川県地域防災計画や愛川町地域防災計画について、関係部
局の職員を講師として招き講習を行います。
・財団の防災関係のマニュアルの説明をし、自身の配置や職務、注意点を自覚
させ、大規模災害に対しての心構えを持つようにします。
４）災害対応物品の備蓄
災害時には、広域避難場所である「県立愛川ふれあいの村」、避難所である「半
原小学校」に避難することを原則としています。
・避難経路への移動が危険な場合に公園内に利用者が滞留することを想定した
備蓄品を管理します。
・備蓄品は、十分な管理をして災害時に利活用できるようにします。
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５）災害発生時の協力等
当財団は宮ヶ瀬湖周辺地域でさまざまな施設を管理運営しており、災害発生時
には財団の総力を挙げて協力をいたします。
あいかわ公園としての協力
災害時の公園の被災状況、利用者の状況を速やかに把握して報告するとと
もに、次の協力をいたします。
・園内負傷者への救急措置
・公園内での避難場所の運営
・必要物資の提供
・救急・救援活動の支援
財団としての協力
あいかわ公園は地域で最大の集客力のある施設であり、災害時には避難所
になりうる施設です。当財団は宮ヶ瀬湖周辺地域の管理施設の被災状況、利用
者の状況を速やかに把握して報告するとともに、次の協力をいたします。
・公園での被災者の受け入れ
・財団保有の車両を利用した負傷者や支援物資の輸送への協力
平成３０年度事業内容
・震災時の対応として、初期体制づくりと運用を行う。
・大規模災害時には、関連機関及び市町村等との連携を図り円滑な情報収集を行い、
負傷者の救急措置、避難場所の運営、必要物資の提供、救急、救援活動の支援を
実施する。また、財団として公園での負傷者の受入れや財団保有車両を利用した
負傷者、支援物資の輸送協力を行う。
・防災訓練及び勤務時間外の参集訓練を実施する。
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「地域と連携した魅力ある施設づくり」

当財団はダム建設以来、ダム関連施
設の管理運営に携わり、地域振興・活
性化、環境保全、防災等を目指して地
域や周辺市町村、団体、関係機関と密
接な連携を図り、高度で広域的な視点
からも管理運営を行っています。
愛川町長をはじめとする宮ヶ瀬湖周
辺 4 市町村長（愛川町長、清川村長、相
模原市副市長、厚木市副市長）等で構成
する理事会を年 2 回開催し、年度ごとに
財団の管理運営方針を説明し、市町村の各施策との調整を図り、また、愛川町議会議長
と上記市町村議会議長等で構成する評議員会も年 2 回開催しています。
あいかわ公園では、イベント開催、ボランティア活動、地域からの雇用等、さま
ざまな面で地域や関係機関との連携を図ってきました。さらに、工芸工房村では地
域の伝統工芸の紹介、体験事業の開催や講師依頼等で地域と連携しています。
今後、あいかわ公園としての連携だけでなく、宮ヶ瀬湖周辺３拠点施設に係わっ
ている方や団体の交流の場を作り、連携の輪を広げ、魅力ある施設としていきます。
（１）地域人材の活用、地域・関係機関との協力体制の構築
地域人材の活用
当財団では、愛川町から職員を派遣していただき、愛川町や関係機関との調整、
あいかわ公園に係る事業執行に従事しています。また、公園では、管理員として地
元愛川町から約半数の方を採用し、残りの管理員も相模原市緑区等隣接市から採用
しています。また、あいかわ公園の工芸工房村では、工芸体験教室の講師として地
元の技能者に依頼して、地域人材の活用を図っています。
地域・関係機関との協力体制の構築
当財団では、宮ヶ瀬湖周辺地域の振興を目指して関連機関と連携し、協力体制を
構築しています。あいかわ公園としても、関連機関と多くの連携をしています。
テーマ
地域活性・
公園運営管理

宮ヶ瀬湖周辺地域

あいかわ公園

【地域活性】

県立あいかわ公園管理運営事務連絡会

宮ヶ瀬湖周辺地域活性化推進懇談会（首長会議）等
：推進方策及び諸問題について

：愛川町等と地域の交流促進のための利用促進方策、イベント実施
の情報交換及び連絡調整

宮ヶ瀬湖水源地域ビジョン推進会議等

県立あいかわ公園運営連絡会議（部会）

：水源地域として事業の推進

：自治体（周辺４市町村）、厚木土木事務所

環境保全
自然環境を活かした魅力と特色ある公園管理を目指し、地域団体
や自治体等の関係機関での情報交換及び連絡調整等
県立あいかわ公園施設安全管理検討連絡会
安全管理

公園内の施設全般、特に冒険の森や冒険広場、子供広場の遊具
等について、事故防止対策や緊急・事故時の対応等の検討

（２）ボランティア団体等との連携、協働及び育成
あいかわ町民活動サポートセンターとの連携
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サポートセンターは、ボランティアやＮＰＯ等の町民の自主的・自立的な町民
活動を促進するための活動拠点として設立され、文化・スポーツを始めとして 12
の活動分野に約 130 の団体が登録しています。これらの団体との連携や協働によ
り多様なレクリエーション等を展開するとともに、団体の活動への場所の提供や
育成を図り、利用者に多様なレクリエーションを提供します。
ボランティアの場づくり
あいかわ公園や宮ヶ瀬湖周辺施設で活動をしているボランティア団体、企業、
行政、クラブに対して積極的な交流の場として「宮ヶ瀬湖周辺活動団体等交流会」
を開催し、各団体に参加を呼びかけ、各団体の意見交流の場となるとともに、各
団体にとって有益な場となるように、きっかけ作りを行います。
また、この中でボランティア団体がより発展するように育成に協力します。
（３）他の公園、周辺施設との交流・連携
これまで交流・連携を図ってきた宮ヶ瀬湖周辺施設との関係を拡充します。
【愛川町郷土資料館】との連携
愛川町の歴史・民俗・考古・自然科学等に関する資料を収集、保存、展示する施
設で、愛川町が管理運営しています。工芸工房村と隣接しており、資料館で学び
・知り、工芸村で体験するという交流を図っています。
【水とエネルギー館】との連携
国の施設で、宮ヶ瀬ダムの大切な役割・水資源の重要さを啓発・広報する施設で
す。当財団が管理運営しています。
財団の目的の一つである環境の保全と一致するため、情報を交換し、相互に利用
者に紹介するなど協力しています。また、ダムサイトにある水とエネルギー館と
あいかわ公園を連絡するロードトレイン「愛ちゃん号」を財団が運行しています。
イベント開催
・実行委員会方式によるイベント「つつじまつり」に当財団も参画しています。
・当財団では、イベント「みやがせフェスタ」を宮ヶ瀬湖周辺施設で連携して開催
しています。夏は本公園、春は宮ヶ瀬湖畔地区、秋には鳥居原地区で毎年開催し
ています。
施設紹介
・宮ヶ瀬湖周辺のマップやあいかわ公園内での施設利用モデルプランを作成し、地
域を活用できるようにします。
（４）地域企業等への業務委託による迅速、かつ、きめ細かいサービスの提供に向けた取組内容
地域振興、きめ細かいサービスの提供の視点から地域企業へ業務委託をします。
売店コーナー
地 域 に 密 着 し て 地 場 産 品 を 入 手 し や す く 、 実 際 的 な 情 報 提 供 が 出 来 る 愛川
町観光協会に地 場 産 品 の 展 示 ・ 販売・愛川町観光案内コーナーを委託します。
レストラン事業
地域振興の観点から地域業者に委託します。
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工芸工房村における染色・機織り体験等
伝統工芸技術を保有する地域団体に委託します。
（５）企業のＣＳＲ活動（社会的責任、社会貢献）や学校等との連携
ＣＳＲ活動との連携
宮ヶ瀬湖周辺施設においては、
企業が社会貢献とし
て植樹や花壇整備を行っています。
あいかわ公園においても、活動を行うよう提案し、実現に向け努力します。
学校等との連携
あいかわ公園工芸工房村では、県内の小中学校に対し、愛川町の伝統工芸の紹介
や伝統工芸の体験が出来ることをダイレクトメールで情報発信しています。
体験メニューの内容や人数、時間等の相談に応じて、小中学校生徒の社会教育に
連携して貢献しています。
職場研修
工芸工房村では、地元愛川町及び近隣市村の小中学校の先生の職場研修や愛川町
及び相模原市の中学生の体験学習の場として市町村教育委員会の要請を受け職場
を提供しています。
平成３０年度事業内容
・公園管理員を地元愛川町から半数以上採用し、工芸体験の講師は地元の指導者に
より実施する。
・県立あいかわ公園管理運営事務連絡会等を開催する。
・関係団体等の連携及び協働によるレクリエーションを実施する。
・ボランティアの場づくりとして、宮ヶ瀬湖周辺活動団体等交流会を開催する。
・愛川町郷土資料館との連携を行う。
・水とエネルギー館との連携を行う。
・売店コーナーを地元観光協会へ委託する。
・レストラン事業を地域業者へ委託する。
・工芸工房村での体験事業について工芸技術を保有する地域団体へ委託する。
・工芸工房村を利用し、希望をした県内の小中学校に対しダイレクトメールによる
情報発信を行う。
・地元愛川町及び近隣市村の小中学校の先生の職場研修の受入れや中学校の職場体
験の受入れを実施する。
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計画書１２

「適切な積算、節減努力等」

今回、県提示額１２７，０４６千円に対し、日常維持管理業務の中で消耗品、光熱
水費等の事務費や植物管理、人件費等管理費の節減及び駐車場料金の改定による増収
により
提案いたします。
（１）積算（内訳）において特に留意した事項
・積算にあたっては、国土交通省、神奈川県等の積算基準を基に、建設物価調査会の
積算マニュアルや単価等を参考にしていますが、これに当財団の実績を加味し、標
準作業量等を算出しています。
・作業内容について、精査し、財団管理員により実施可能な草刈り、芝刈り、小規模
修繕等について、管理員で行うようにして作業員費用を抑制して積算しました。
・草刈り等の面積を決め、作業人数、作業時関等から単位面積当たりの作業量を想定
し、検証してデーターを蓄積し、最適作業量を決定しました。
（２）経費節減について工夫した点、努力した点等
作業の効率化
・作業時間について工夫し、始業を８時３０分から７時に替え、利用者のいない時
間帯に作業を行うことにより、利用者のさらなる安全確保と作業効率のアップ
を目的に実施し、作業日数の短縮を行いました。（利用者に対する安全対策の
簡易化、機械の使用等）
・今まで、園地管理、遊具監視、駐車場整理等当日の職種について担当を決め、配
置していましたが、当日の作業の難易や煩雑さ、作業量等を勘案し、複数の作
業を担当する等、仕事の軽重にあったメリハリのある配置をし、柔軟に効率的
に作業ができるように人員配置を考慮しました。
委託業務の見直し
・請負比率の高い工種について、入札参加企業を入れ替える等して、競争の原理が
発揮されやすいようにします。
・中小企業の受託機会に配慮しつつ、同種の業務の委託をまとめて発注します。
・設備点検の時期を調整し、同時に点検する等、効率的に点検します。
・植物管理の委託については、年度ごとに植物の状況が違いますので、状況を観察
し、専門家の意見を参考に最適な時期に発注します。（高木管理､ツツジ管理等）
維持管理費の節減
・消耗品の購入については、消費期限等を勘案しながらまとめて購入し、まとめ購
入による値引きや、契約・納品確認の回数を減らす等して節減します。
・公園内の間伐材を流用することにより、ミニベンチ・イス作成等の材料費の節減
を図ります。
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・在庫管理の責任者を明確にし、消耗品台帳の作成、棚卸し等を適宜に実施します。
・光熱水費については、節減の目標値を設定し、節減に努力します。

平成３０年度事業内容
・必要に応じ始業時間を変更し、作業効率化を図る。
・園内の間伐材を使用し、材料費の節減を行う。
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計画書１３「人的な能力、執行体制」
（１）指定期間を通じて効果的・効率的に指定管理業務を行うための人員配置等の状況
１）職員の人員配置
現地の職員配置計画（組織図及び勤務ローテーション）は別表のとおりです。
公園の統括責任者として公園所長を置き、運営管理責任者と維持管理責任者
を配
置します。これら
の責任者は、公園副所長を担い、公園所長の代行をします。工芸工
房村統括管理者は、工芸工房村館長であるとともに、公園所長の事務補佐役の役割を担い
ます。各責任者の下で
の管理員が、さまざまな業務を担当します。
２）現地責任者の役割及び経歴、主要職員の役割分担
・公園所長：公園管理経験者及び行政経験の豊かな人材を常勤で配置し、公園の統括責任
者として管理運営し、地域との連携・協働に取り組みます。
・公園副所長：公園所長の補佐役として、社会経験が豊かな人材を充てます。
・工芸工房村館長：公園所長の下で工芸工房村を統括します。社会経験が豊かな人材を充
てます。
・工芸工房村副館長：工芸工房村館長の補佐役として、社会経験が豊かな人材を充てます。
３）公園管理運営士、造園技能士、造園施工管理技士等公園の管理運営に係る有資格者の配置状況
財団に、公園管理運営士、土木施工管理技士を配置しています。また、ダムの直下に位置
していることから、ダム管理技士を配置し、ダムの運用と当公園の管理運営についての調整
も行えるようにしています。
公園内における専門的判断については、有資格者をまじえて解決していますが、日常的管
理においては、当財団の今までの実績の中で、解決できると考えています。
ツツジ管理等専門性の高い業務については、業務実績のある造園会社に委託しており、垣
根や軽易な構造物の補修等については、公園管理員の技能により対応しています。
また、公園の運営管理において大きな部分を占める、自然体験イベント等においては、自
然観察指導員やネイチャーゲーム指導員がおり、この職員の指導のもと、独自のイベント等
を開催しています。利用者の安全確保については、職員のほとんどが普通救命講習者であり、
緊急時には対応可能となっています。
４）県、県出先事務所、指定管理者本部、指定管理者現地との連絡体制
県の連絡調整を行う体制
財団本部の施設課を県との業務窓口として連絡調整業務を行います。また、厚木土木事
務所への報告・履行確認を行います。
あいかわ公園と施設課は密に連絡し、一体となって管理運営にあたります。
・あいかわ公園は「日報・月報」を作成し、財団施設課に報告します。
・財団施設課は定期的に事業報告書を作成し、県に報告します。
・財団施設課は毎年、年度事業計画書を作成し、県に提出します。
・県が実施するモニタリングの結果、指摘事項や改善点がある場合は、施設課とあいか
わ公園とが一体となって全員で改善に向けた工夫と検討を行い、公園の管理運営水準
の向上を図ります。
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職務内容及び分担
本部とあいかわ公園が一体となって、効果的かつ効率的な執行体制を組織して業務の執
行に当たります。公園では、公園所長を責任者として業務を執行します。
本部は組織力、企画ノウハウ、地域との連携ネットワークを活かしあいかわ公園の
業務を支援します。イベント等では、宮ヶ瀬湖周辺の施設で、開催を支援します。
【本部の支援業務】
経理・人事・給与等の管理業務、事業やイベント企画、広報活動
本部の役割
あいかわ公園と 関連施設と の連携と 業務支援を行います。
・企画・催事業務の業務ネットワークを提供
・運営管理ノ ウハウの提供
・管理者及び 職員の研修・教育
・総務・人事・会計業務

あいかわ公園の役割
本部の管理下で業務を執行します。
・施設管理業務
・環境・動物・植物管理
・工芸工房村の管理業務

（２）業務の一部を委託する場合の管理・指導体制の状況
１）委託業務内容
公園職員は、実施計画、検査、工程管理等のマネジメントを行い、特殊な技能、専門（熟
練）技能等を要する業務は委託します。しかし、遊具の点検や修繕業務等の一部業務は管
理員が担当し、現場把握、サービス向上、効率化を図ります。
委託業務内容は次のとおりです。
植物管理
・広範囲にわたる病害虫や来園者に害を及ぼす危険がある害虫の発生が認められるときは、
専門業者に委託し、速やかにかつ安全に対処します。
・本公園のシンボルである花の斜面やツツジの管理は、専門業者に委託します。
・急斜面の除草は、危険を伴い、熟練技術を必要とするために専門業者に委託します。
施設管理
・機械警備、巡回警備、受変電設備、受水槽及び浄化槽等の定期点検及び法定点検は専門
業者に委託します。
・定期点検等で発見した施設や設備の不良個所の部品交換や修繕は、可能なものは直営で
修繕します。直営で対応が困難な場合は、専門業者に委託します。
・遊具の損傷は大事故につながる恐れがあるため、職員・管理員による日常点検を行うと
ともに定期点検をメーカーに委託し、確実な維持管理を行います。
清掃管理
・噴水池及び浄化槽は、水回り清掃の専門業者に委託します。
・登山道・遊歩道は日常巡視を行うと同時にシーズン中は特別巡視清掃を行います。
・園内のトイレ清掃は地元のシルバー人材センターに委託することで毎日清掃を行います。
・施設内のワックス仕上清掃、高所の窓ガラス清掃等は、専門業者に委託します。
その他管理（運営管理）
・工芸工房村の伝統工芸、軽飲食コーナー、売店は、地元の関係団体
や専門業者に委託し、円滑な運営を務めます。
２）指定管理者としての点検方法、指導監督
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業務のつど、業務委託依頼書を発行し、作業前に指示を確認します。作業後は、そのつ
ど運営管理者が作業内容を確認し、あわせて日報、報告書、写真等を提出させます。また、
継続選定業者との月次業務改善会議を定期的に設けて作業改善を図ります。
（３）指定期間を通じて安定して指定管理業務を行うための人材育成や職員採用の状況
あいかわ公園の管理職員は、公園の運営管理・維持管理及び現場の管理員の人事管理を
行います。採用にあたっては、責任者としての資質や経歴を検討します。
管理員は、受付業務や現場での維持管理業務等を担当し、宮ヶ瀬湖周辺地域から雇用し、
配置時に、基本的な業務内容を研修し、また現場での実習を行い、業務が適正に行われる
ように指導します。採用にあたっては、財団規程に則り、定年や個別事情等により退職し
た管理員の補充を行います。
１）管理職員の人材育成
財団の人材育成プログラムで、管理職員は各種イベントの企画業務、事業の実行計画作
成、安全管理や管理運営スキルを習得します。外部専門研修や施設視察等を通じて、各種
イベント開催、渉外、調整、広報、情報発信のスキルも習得します。職員の配置後も現場
での実践と OJT を行うとともに、人材育成プログラムとして Off-JT の研修や資格取得計画
に従って育成を行います。
２）管理員の人材育成
管理員には、作業内容、作業スケジュール、作業記録等のマニュアルを整備し、誰もが
一定の水準を行えるようにします。そのうえで、管理員間でのコミュニケーションを促し、
ノウハウや経験が伝わりやすい環境を作ります。
たとえば、公園の維持管理の内、草取り、樹木の枝払い、側溝清掃等の簡易な維持管理
作業は、通常の家庭や家屋の維持管理の延長上にあり、新人の管理員でも十分に対応でき
る業務内容ですが、これらの作業については、熟練した管理員が指導します。
遊具等の詳細な点検については、専門業者に委託していますが、作業に随行し、資格を
有しない作業の範囲内で点検のポイント等を学ぶようにしています。
財団の実績の中で、蓄積された作業の種類や頻度、作業方法等実践的な研修を行い、現
場対応します。
事務や受付業務においても、経験のある管理員が経験の浅い管理員に対して、接遇や利
用案内等のノウハウを伝え、訓練し、業務内容の向上を図ります。
また、管理職員、管理員間のミーティングを毎朝行い、作業内容・注意点や管理員が対
応した苦情処理・接客についての「気付き」等の情報を共有します。
平成３０年度事業内容
・責任者、主要職員について適切な配置を行う。
・特殊な技能や専門技能等を要する業務は委託し、確実な維持管理等を実施する。
・管理職員の管理運営等の研修により技能習得を図る。
・熟練した管理員による指導実施、毎朝管理職員間のミーティングを実施する。
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＜別表＞組織図、現地の責任者の役割及び経歴
現地責任体制は以下のとおりです。
現地責任体制

公園所長

公園副所長

現地責任者、財団との連絡調整
県関係機関との報告連絡調整、年間計画作成・進捗管理
予算管理、渉外

管理員
（パークコンシェルジュ）

運営管理責任者、
広報、啓発、研修、安全訓練、
ローテーション管理

公園管理員

遊具監視員

公園副所長
維持管理責任者、
施設管理、環境・動物、植物、生態系管理
公園管理モニタリング
ローテーション管理

登山道・遊歩道巡視

駐車場管理員

受付（パークコンシェルジュ）、
利用案内、広報、啓発事業、庶務業務
等マルチスタッフ
植物管理、施設管理、園内巡視、園内
清掃、施設清掃、登山道、遊歩道（除
草、倒木処理）、有料駐車場管理、公
園管理モニタリング

遊具巡視、工作物管理（日常点検）、
利用者指導、注意監視

巡視、清掃

駐車場の利用案内、巡視、工作物管
理、駐車場の植物管理、詰所の清掃、
公園管理モニタリング

維持管理員
再委託先

工芸工房村館長

運営維持管理責任者、
施設管理、業務受付管理、
ローテーション管理

工芸工房村管理員

受付（パークコンシェルジュ）、
業務案内、
陶芸及び木竹体験等の指導補助

工芸工房村副館長
館長補佐

工芸工房村体験指導員
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陶芸及び木竹体験等の指導

計画書１４
計画書１４「コンプライアンス、社会貢献」
（１）指定管理業務を実施するために必要な団体等の諸規程の整備、法令遵守の徹底に
向けた取組の状況
当財団は、公益法人として、公益の担い手としての自覚と責任を常に認識し、宮ヶ
瀬湖周辺地域の振興と発展に寄与するように倫理規定を定め、財団の使命、社会的責
任、信用の維持に努めています。職員の就業、給与等運営に必要な諸規定を定め、事
業運営の透明性を確保するとともに、公正かつ適切な事業運営を行います。
就業
職員の就業は、管理員（有期雇用契約）を含め「公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振
興財団 就業規則」に必要事項を定め、職員は誠実にその業務を遂行します。
給与
職員の給与等は、「公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 職員給与規程」に必
要事項を定め、適切に運用します。
職務権限･決済
理事長及び常務理事の職務権限は、「公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 理
事長及び常務理事の職務権限規程」に必要事項を定めています。事務の代決、先決
等に関し、「公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 事務決裁規程」に必要事項を
定め、適切に運用します。
会計
会計処理は、「公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 財務規程」に必要事項を
定め、財務及び会計の状況及び会計の状況を正確かつ迅速に処理し健全な運営を図
ります。また指定管理業務に係る経理とそれ以外の業務に係る経理を区分します。
（２）個人情報保護についての考え方・方針及び個人情報の取扱いの状況
１）考え方・方針
当公園で取り扱う個人情報は、公園で活動するボランティアや各種セミナーや行事
の講師と参加者、会議室等有料施設の申し込み利用者等の情報が主となっています。
この他に職員や委託業者の情報等の本部で扱う個人情報があります。
当団体では、県の個人情報保護条例に基づき「財団の個人情報保護規定」を定め適
切な運用を行います。
職員への周知の徹底：
職員が個人情報の適切な取り扱いができるように、公園管理での個人情報の漏
えいの事例等を紹介して、個人情報保護の重要性、管理方法を職員会議等で職員
に周知します。
セキュリティの確保：
職員は、個人情報を適切に扱います。万が一漏えいが発生した場合は、個人情
報保護責任者が、速やかに県へ報告するとともに、被害状況（漏えい内容、範囲）
を把握し、対象者に漏えい内容を連絡し、二次被害防止に努めます。
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２）取扱い
取得：講座の申し込み予約等で取得します。原則本人から、必要な情報だけを取
得します。また取得の際にはあらかじめ利用目的をお知らせします。
保管：情報を記載した管理簿等の保管にあたっては、施錠のできるロッカーを使
用し、鍵は公園所長が管理することにします。
利用：参加者の確認等講座運営に利用します。利用目的の範囲内かつ業務の遂行
上必要な限度内で、個人情報を利用します。
管理：取得した個人情報を、パソコンで一括管理し、利用パスワードによるセキ
ュリティを図ります。また、パソコンの盗難防止に努めます。
ＦＡＸ情報についても、情報が第三者の目に触れないように事務室内だけ
でＦＡＸ用紙を取り扱いします。
第三者への提供：「利用者の同意がある場合」、「個人情報保護その他の法令に
定めのある場合」等を除き、原則として個人情報を第三者へ提供しません。
開示・訂正・利用停止・消去・廃棄：申し出に速やかに応じます。取得目的に関
し保存の必要がなくなった個人情報は、確実に、かつ、速やかに破棄します。
（３）指定管理業務を行う際の環境への配慮の状況
職員への周知の徹底：神奈川県の定める環境方針に従い、法令を遵守して水源地
として水質汚染を未然に防ぐとともに、環境配慮の視点か
ら業務を見直します。
循環型社会づくり：環境に配慮した商品等の購入を促進するとともに、廃棄物の
処理に当たっては、資源の有効利用をします。
地球温暖化の防止：電気・ガソリン等のエネルギー使用量の削減を図り、地球温
暖化の防止に努めます。
（４）障害者雇用促進の考え方
障害者雇用促進法の趣旨に鑑み、障害の有無にかかわらず、全ての人が働きやすく、
能力が発揮できる職場環境づくりに努めます。
障害者への配慮：障害者が働き易いように職場環境を工夫します。バリアフリー
の環境をはじめ障害機能を補う必要な作業環境を提供します。
職場環境づくり：障害者の雇用を促進するとともに、障害者が能力を発揮できる
職場環境づくりに努めます。必要な作業補助支援と声掛けをし
ます。
雇用の促進：地元関係機関と連携して障害者雇用機会に積極的に取り組みます。
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平成３０年度事業内容
・職員会議等により個人情報保護について周知徹底を行う。
・個人情報責任者により、適切な取得、保管、利用、管理等を行い、確実なセキ
ュリティの確保を実施する。
・園内で使用する電気・ガソリン等のエネルギー使用量の削減を図り、地球温暖
化の防止に努める。
・障害者の雇用を促進するとともに、障害者が能力を発揮できる職場環境の仕組
みづくりを行う。
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県立あいかわ公園

ランチョンマット （30＊40）

テーブルセンター （30＊60）

コースター＊ロング （12＊30）

工芸工房村体験作品

コースター （12＊12）

※H29・4・1現在

はがき（５枚）無地

コースター （12＊10）

はがき（５枚）押葉入り

色紙判（１枚）無地

色紙判（１枚）押葉入り

名刺（８枚）

A３判（１枚）無地

ハンカチ（綿小）35＊35

コースター13＊12

スカーフ （シルク金）45＊45

ハンカチ（綿大）44＊44

ハンカチ（絹）44＊44

テーブルセンター54＊33

クッションカバー 45＊45

スカーフ （ウール）80＊80

スカーフシルク*ロング
（ストライプ＊無地）
175＊45

バンダナ55＊55

ポーチ（大）28＊25
ポーチ（小）22＊16

座布団カバー 60＊58

エプロン

Ｔシャツ （Ｌ・Ｍ・Ｓ）

鳴きかえる
三つ編み手提げ 26＊30

タイコットン手提げ 25＊28

のれん(大）125＊92
のれん（小）90＊87

棒長２０
かえる径２．５

バランストンボ（１匹・２匹）
体長２５・２０

愛ちゃん号 全長３３
孫の手 長４３

板作り

３００g

手びねり

３００g

ネームプレート 長３０＊高１８
手びねり

４００g

手びねり

５００ｇ

ミニミニベンチ 長２５＊高２３×巾２０

楽焼＊全３０種

手びねり １ｋｇ
１人で２個迄

電動ロクロ １ｋｇ
作品２個迄

※楽焼き体験メニューは
別途ご用意しております。

※単位のない数字はcmです。

工 房 別 体 験 メ ニ ュ ー 表

※Ｈ２８・４・１ 現在

1 染色（藍染）体験 【※体験時間は午後のみです】
Tシャツ
（半袖L)

ポーチ
（大）

ポーチ
（小）

60分

60分

2,500

1,400

のれん
（小）

メニュー

ハンカチ
（綿 ・小）

ハンカチ
（綿 ・大）

ハンカチ
（絹）

バンダナ

時 間

30分

30分

30分

30分

60分

60分

金 額

500

700

800

800

3,150

2,650

スカーフ
シルクロング
（ストライプ＊無地）

スカーフ
（ウール）

スカーフ
（シルク金）

のれん
（大）

Tシャツ
（半袖M)

Tシャツ
（半袖S)

テーブル
センター

コースター

60分

60分

30分

60分

850

1,200

350

2,650

座布団
カバー

クッション
カバー

三つ編み
手提げ

タイコットン
手提げ

エプロン

60分

60分

30分

60分

60分

60分

60分

60分

60分

2,500

1,900

1,100

4,200

2,550

1,800

1,500

1,700

1,500

ランチョン
マット
（３０＊４０）
90分

テーブル
センター
（３０＊６０）
120分
2,100

２ 機織り体験 【※体験時間は午前のみです】
メニュー

コースター
（１２＊１０）

コースター
（１２＊１２）

時 間

20分

30分

コースター
ロング
（１２＊３０）
60分

金 額

500

800

1,500

1,600

メニュー

A３判
（１枚) 無地

名刺
（８枚)

時 間

30分

30分

はがき
（５枚）
無地
30分

はがき
（５枚）
押葉入り
40分

金 額

500

600

600

800

☆コースター（大・小・ロング）
☆ランチョンマット・テーブルセンター

身長１２５ｃｍ以上
身長１４０ｃｍ以上

☆機織りで タペストリー作りも体験できます

金額１０００円

３ 紙漉き体験

30分

色紙判
（１枚)
押葉入り
40分

400

500

色紙判
１枚

４ 陶芸体験
メニュー

手びねり

手びねり

手びねり

電動ロクロ

（粘土300ｇ）

（粘土300ｇ）

（粘土400ｇ）

１人で1個
30分

１人で1個
30分

（粘土500ｇ）
１人で1個

（粘土1kg ）
１人で２個迄

（粘土1ｋｇ）
作品2個迄

楽焼き
（絵付け）

楽焼き
（絵付け）

楽焼き
（絵付け）

楽焼き
（絵付け）

楽焼き
（絵付け）

手びねり
削り

時 間

１人で1個
30分

板作り

手びねり

30分

60分

90分

40分

40分

40分

60分

60分

40分

金 額

500

600

800

1000

1,500

2,500

500

600

800

1,000

1,200

500

☆電動ロクロ・・体験日は（水・土・日・祝日）身長１ｍ５０ｃｍ以上です。

梱包代
100

【※要予約】

５ 木竹工体験

30分

30分

300

500

800

60分
700

☆木工 【ネームプレート】の体験は小学校５年生以上です。（※５年生以下は保護者付添）

❈

❈

❈

❈

❈

❈

❈

☆場合によっては、廃盤製品がでますので、体験出来ないメニューがあります。
☆ご不明な点は、事前にご連絡下さいますようお願いいたします。
問合せ先
県立あいかわ公園 工芸工房村 ☎ ０４６－２８１－２４３８
☆身障者の方で体験をご希望される場合、事前にご連絡下さい。

団体様へ おすすめ体験コ ース
かわせみコース
均一５００円

染色工房
機織り工房
紙漉き工房
陶芸工房
木竹工房

うぐいすコース
均一８００円

ハンカチ（綿）

バンダナ

( 35cm*35cm )

( 55cm*55cm )

コースター

コースター

( 12cm*10cm )

( 12cm*12cm )

色紙判（１枚）
押葉入り

はがき（５枚）
押葉入り

〔※１０人以上〕
各工房で
１度に体験出来る
収容人数

３５人

８人

☆体験料金支払
※当日体験前に、現金払いでお願い致します。

板作り

手びねり
（粘土４００ｇ）
１人で１個

４０人

バランストンボ
（１匹）

バランストンボ
（２匹）

２０人

✦１回の体験人数＝１１１人

県立あいかわ公園 工芸工房村

☆駐車場予約
※大型バス・マイクロバス等でお越しの団体様は、事前駐車場予約が必要です。
あいかわ公園パークセンターまで予約を必ず入れて下さい。
〔県立 あいかわ公園 パークセンター ☎ ０４６－２８１－３６４６〕
☆体験時間は厳守して下さい。
〔※駐車場から工芸工房村まで徒歩約１０分掛かります。〕

【 ※詳しい内容につきましては、事務所までご連絡下さい。】
問合せ先

☆〔紙漉き〕と〔陶芸〕の体験は、水曜・土曜・日曜・祝日となっておりますが、
ご希望の場合はご相談下さい。

８人

（粘土３００ｇ）
１人で１個

✦１回の所要時間＝約１時間

❈

30分

金 額

☆体験料金支払
※当日体験前に、現金払いでお願い致します。
☆陶芸体験
※手びねり【楽焼き】
作品完成まで約４０日掛かります。
※完成作品は、配送か引取になります。
※配送の場合は、お客様着払いです。
※梱包代は、１箱１００円頂きます。（作品個数により異なります。）
【１箱に入る個数は、３００ｇ作品で約３０個です。】
☆楽焼きの製品は飾用です。皿・湯呑み・カップ類は食器としては
使用出来ません。
花瓶の水使用も出来ません。
☆【紙漉き】と【陶芸】の体験日は 水曜・土曜・日曜・祝日 と
なっております。

❈

時 間

木工
愛ちゃん号

❈

700

竹細工
孫の手

❈

500

バランス トンボ
（２匹）

❈

500

竹細工

バランス トンボ
（１匹）

竹細工

❈

木工
ネーム
プレート
90分

竹細工

鳴きかえる

❈

30分

木工
ミニミニ
ベンチ
60分

メニュー

☎ ０４６－２８１－２４３８

☆天候条件で申し込まれたお客様
天候に関係なく体験を申し込まれたお客様を、優先させて頂きますので、
ご了承下さい。
☆予約の申し込み
※体験２ヶ月前までに、お願い致します。
※体験日・体験時間を決めて、申込みをお願い致します。
※体験内容につきましては、工房指導者・準備等ありますので、
体験１ヶ月前には決めて下さい。

