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 主要公園施設一覧  

エリア名エリア名エリア名エリア名    

面積面積面積面積    

(ha)(ha)(ha)(ha)    

名称名称名称名称    主主主主    要要要要    施施施施    設設設設    

中入口 

センターエリア 

7.9 中の広場 

ビジターセンター、中入口サイクリングセンター、中入口食堂「中

の茶屋」、中入口売店「ランバス」、布滝、千枚田、第 1 駐車場、

調整池 他 

5.9 花の広場 

花の広場、展望台、地下道、花広場便所、第２駐車場、トイレ棟 

他 

4.6 管理エリア 
汚水処理施設、上水施設、大型駐車場、熊野池 他 

ひばの里 

8.6 ひばの里 

さとやま屋敷、農家 1、農家 2、神楽殿、参集殿、棚田、 

工房 1、工房 2、工房 3、さとやま展示館 他 

5.3 樹林地  

つどいの里 

7.7 大芝生広場 

芝生広場、芝生広場休憩所レストラン「湖畔レストハウス」、 

ちびっこゲレンデ、大芝生広場便所 他 

6.8 林間アスレチックコース 林間アスレチック、林間休憩所 他 

4.5 グラウンド・ゴルフコース クラブハウス、つどいの里便所 1・2、四阿、第 4 駐車場 他 

1.6 スポーツ広場 パーゴラ、つどいの里便所 3 他 

1.9 芝生ゲレンデ さくら展望台、第 3 駐車場 他 

49.9 樹林地  

水辺の里国兼池 27.6 国兼池 国兼池、つどい橋 

星の里 46.5 星の里 

備北オートビレッジ管理センター、芝生広場、一般カーサイト 38

区画、フリーサイト 21 区画、キャンピングカーサイト 13 区画、コ

テージ 4 人用 15 棟、コテージ 6 人用 4 棟、常用トレーラーハウ

ス 6 人用 1 棟、共同利用施設 5 棟、シャワー棟 1 棟、ジャブジャ

ブ池、友国上池、友国下池 他 

北入口 

センターエリア 

1.1 湖畔広場 芝生広場、パーゴラ 他 

1.3 遊びの原っぱ ディスクゴルフ 他 

1.2 管理エリア 

エントランスセンター国兼、「レストラン国兼」、「軽食きゅうくん」、

「売店はなちゃん」、北入口サイクリングセンター、上水施設、第

5 駐車場 他 

10.5 樹林地  

みのりの里 

0.4 スイセンガーデン スイセンガーデン 他 

0.6 なし園 なし園、第 6 駐車場 他 

0.5 芝生広場 芝生広場、四阿 他 

35.1 樹林地  

いこいの森 

(H24 年 4 月の概成

開園時点では、い

こいの森、ふるさと

の森、南入口セン

ターエリアを総称し

て｢いこいの森｣と

いう。) 

 

109.3  

第７駐車場、いこいの森広場、トイレ、南臨時駐車場、散策路、

田渕池、日の本池他 

計 338.8338.8338.8338.8      

※下線は利用料金を徴収する施設や飲食・物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。 

※このほかに自動販売機を○台設置する。 

- 別紙 1 -
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主要建築物一覧

エリア名 公園施設名 構造 規格

トイレ棟（花の広場） RC造 1F_111.98m2

展望台 木造 3F_241.81m2

ログハウス 木造 2F_115.87m2

トイレ棟（第２駐車場） RC造 1F_96.25m2

ビジターセンター RC造 2F_1321.00m2

中入口サイクリングセンター S造 1F_192.00m2

中入口料金所 S造 1F_8.10m2

トイレ棟（第１駐車場） RC造 1F_96.25m2

調整池浄化施設 S造 1F_67.45m2

シルバーカー置き場 S造 1F_68.93m2

中入口食堂「中の茶屋」 木造 2F_227.42m2

上水施設 S造 1F_65.91m2

汚水処理施設 RC造 1F_105.44m2

大型駐車場休憩所 木造 1F_52m2

神楽殿・参集殿 木造 1F_272.44m2

工房２（木工房）_作業場 木造 1F_124.53m2

工房２（木工房）_小屋 木造 1F_48.56m2

電気室 RC造 1F_33.00m2

工房１（やきもの工房） 木造 2F_182.45m2

工房３（たたら工房）_炭焼き小屋１ 木造 1F_33.27m2

工房３（たたら工房）_炭焼き小屋２ 木造 1F_22.81m2

工房３（たたら工房）_鉄工房１ 木造 1F_153.99m2

農家１（下の農家） 木造 1F_166.52m2

農家２（上の農家） 木造 1F_142.88m2

農家１（下の農家）_蔵 木造 2F_43.72m2

水車小屋 木造 1F_24.84m2

農家２（上の農家）_納屋 木造 1F_38.02m2

さとやま屋敷_土蔵 木造 2F_46.58m2

さとやま屋敷_長屋門 木造 2F_131.95m2

さとやま屋敷_母屋 木造 2F_533.41m2

さとやま屋敷_米蔵 木造 1F_46.57m2

さとやま屋敷_納屋1 木造 2F_93.14m2

さとやま屋敷　納屋2 木造 1F_34.93m2

さとやま屋敷_お堂 木造 １F_15.52m2

さとやま展示館 RC造 2F_258.25m2

倉庫 LS造 1F_197.16m2

ゴミ集積所 S造 1F_100.00m2

工房２（木工房）_ｼｬﾜｰ棟 木造 1F_19.31m2

農家２（上の農家）_漬物倉庫 木造 1F_11.41m2

工房３（たたら工房）_鉄工房２ 木造 1F_74.15m2

倉庫 LS造 1F_197.16m2

共同利用施設A-1 木造 1F_131.0m2

共同利用施設A-4 木造 1F_131.70m2

共同利用施設A-2 木造 1F_131.70m2

共同利用施設A-3 木造 1F_131.70m2

コテージA(1) 木造 2F_81.23m2

コテージA(2) 木造 2F_81.23m2

中の広場センターエリア

ひばの里

星の里

- 別紙 2 -
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エリア名 公園施設名 構造 規格

備北オートビレッジ管理センター 木造 2F_834.02m2

コテージD(4) 木造 2F_49.12m2

コテージB 木造 2F_51.58m2

コテージC(1) 木造 1F_38.29m2

コテージC(2) 木造 1F_38.29m2

コテージC(3) 木造 1F_38.29m2

コテージ身障者用A 木造 2F_64.08m2

コテージD(1) 木造 2F_64.08m2

コテージ身障者用B 木造 2F_49.12m2

シャワー棟 木造 1F_60.67m2

コテージD(2) 木造 2F_49.12m2

コテージD(3) 木造 2F_49.12m2

コテージD(5) 木造 2F_49.12m2

コテージD(6) 木造 2F_49.12m2

コテージD(7) 木造 2F_49.12m2

コテージD(8) 木造 2F_49.12m2

プロパン庫 CB造 1F_8.23m2

木もれびの里トイレ 木造 1F_33.78m2

コテージC(4) 木造 2F_49.12m2

コテージC(5) 木造 2F_49.12m2

備北オートビレッジトイレ 木造 1F_26.30m2

共同利用施設B 木造 １F_100.00m2

コテージE 木造 2F_73.95m2

芝生広場休憩所レストラン「湖畔レストハウス」 S造 2F_674.46m2

大芝生広場便所２ PC造 1F_13.29m2

プロパン庫 S造 1F_63.05m2

大芝生広場便所１ PC造 1F_8.86m2

林間休憩所 S造 1F_157.06m2

林間休憩所便所 RC造 1F_121.77m2

林間アスレチック便所 RC造 1F_15.75m2

クラブハウス_事務所棟 S造 1F_372.00m2

きゅうの森休憩所 S造 1F_243.00m2

つどいの里便所１ RC造 1F_110.37m2

つどいの里便所２ RC造 1F_110.37m2

つどいの里便所３ RC造 1F_110.37m2

さくら展望台 木造 1F_72.50m2

クラブハウス_多目的棟 S造 1F_123.50m2

堆肥化施設 S造 1F_221.90m2

総合管理事務所 RC造 3F_2916.97m2

バス車庫 S造 1F_48.95m2

北入口サイクリングセンター RC造 1F_517.00m2

上水施設 S造 1F_56.00m2

エントランスセンター国兼 RC造 2F(B1F)_3551.74m2

休憩室 RC造 1F_18.00m2

北入口料金所 S造 １F_12.00m2

みのりの里 トイレ（みのりの里） RC造 1F_10.00m2

いこいの森 トイレ（いこいの森） RC造 1F_9.19m2

※面積は、延べ床面積を示す。

つどいの里

北入口センターエリア

星の里
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    収益施設収益施設収益施設収益施設一覧一覧一覧一覧        

 

公園施設の名称 許可面積（㎡） 備考 

1 駐車場 

① 第１駐車場 12,180.2  

② 第２駐車場 21,912.4  

③ 第３駐車場 3,586.6  

④ 第４駐車場 3,840.8  

⑤ 第５駐車場 19,466.6  

⑥ 第６駐車場 2,857.3  

⑦ 第７駐車場 3006．0  

⑧ 大型駐車場 5,191.4  

2 

レンタサイクル施

設 

① 中入口サイクリングセンター 192.0  

② 北入口サイクリングセンター 410.5 部分許可 

3 飲食施設 

① 中入口食堂「中の茶屋」 227.4  

② 芝生広場休憩所レストラン「湖畔レストハウス」 252.1 部分許可 

③ エントランスセンター国兼レストラン｢レストラン国兼｣ 322．2 部分許可 

④ 

エントランスセンター国兼軽食コーナー｢軽食きゅうく

ん｣ 

134.8 部分許可 

4 物販施設 

① 中入口売店｢ランバス｣ 118.6 部分許可 

② エントランスセンター国兼売店｢売店はなちゃん｣ 123.2 部分許可 

③ エントランスセンター国兼倉庫 51.8 部分許可 

5 自動販売機 
① 公園内１４ヶ所 25.0   

6 コインロッカー 
① 公園内３ヶ所 2.3  

 

 

 

 

 

 

備北オートビレッジ（キャンプ場） 

 

区  

分 

名  称 施設内容 

全体許可 

面積（㎡) 

内建物面積（㎡) 

 (建築面積）  

内敷地面積 

（㎡） 

備   考 

キ

ャ

ン

プ

場 

 

 

管理センター 1 棟 314.5 314.5 － 部分許可 

駐車場 2 箇所 

1,051.0 － 1,051.0   

782.0      

管理棟・駐車場小計 2,147.5 314.5 1,051.0   

一般カーサイト(上側） 

一般カーサイト １３区画 

7,142.0 

－ 

6,976.7 

 

共同利用施設(A） １棟 165.3  

細園路含む －  

一般カーサイト(下側） 

一般カーサイト ２５区画 

11,584.0 

－ 

11,253.4 

 

共同利用施設(A） ２棟 330.6  

一般カーサイト小計 18,726.0 496.0 18,230.0  

キャンピング 

カーサイト 

キャンピングカーサイト 

１３区画 7,242.0 

－ 

7,055.7 

 

共同利用施設(A） １棟 165.3  
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常設トレーラー １基 21.0  

フリーサイト 

フリーサイト 21 区画程度 

3,802.0 

－ 

3,702.0 

 

共同利用施設(B) 1 棟 100.0  

階段含む －  

キャンピングカーサイト・フリーサイト小計 11,044.0 286.3 10,757.7  

コテージサイト 

（カーサイト側） 

コテージ（D） ７棟 

2,004.0 

293.3 

1,650.0 

 

シャワー棟 １棟 60.7  

コテージサイト 

（カーサイト側） 

コテージ（A） ２棟 

1,635.0 

108.3 

1,433.3 

 

コテージ（B） １棟 42.9  

コテージ（E)  １棟 50.5  

コテージサイト 

（カーサイト側） 

コテージ身障者（A）１棟 328.0 61.4 266.6 

 

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（D)  １棟 

904.0 

41.9 

800.7 

 

コテージ身障者（B）１棟 61.4  

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（C)  １棟 398.0 41.9 356.1 

 

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（C)  ２棟 717.0 83.8 633.2 

 

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（C)  ２棟 1,160.0 83.8 1,076.2 

 

コテージサイト小計 7,146.0 929.8 6,216.2  

キャンプ場利用者用園路 6,323.0 － 6,323.0 

繁忙期のフ

リーサイト利

用者用駐車

場を含む 

キャンプ場利用者用園路 1,299.0 － 1,299.0   

園路小計 7,622.0 － 7,622.0  

附帯施設 

ゲート ２基  4.0 － 4.0  

キャンプファイヤーサーク

ル１基 

3.0 － 
3.0 

 

附帯施設小計 7.0 － 7.0  

合   計 46,692.5 2,026.6 43,883.9  
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国営備北丘陵公園 

運営維持管理基本方針（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年○月 

 

 

国土交通省 中国地方整備局 
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１．１．１．１．運営運営運営運営維持管理基本方針の目的・位置づけ維持管理基本方針の目的・位置づけ維持管理基本方針の目的・位置づけ維持管理基本方針の目的・位置づけ                                                                        

 

１．１１．１１．１１．１    公園公園公園公園建設建設建設建設の基本理念及び基本方針の基本理念及び基本方針の基本理念及び基本方針の基本理念及び基本方針    

国営備北丘陵公園は、中国地方のほぼ中央部の広島県庄原市に位置し、県内最大のため

池である国兼池と緑豊かな丘陵地を計画地とする全国で１１番目、中国地方では唯一の国

営公園として、国が設置したイ号の国営公園である。 

整備にあたっては、広大な樹林地や県内最大の国兼池をはじめとする多くのため池、美

しい草原が広がる七塚原牧場といった本公園の地域資源を活用しつつ、時代のニーズに応

じた多様なレクリエーション活動の場を提供する観点から、７つのエリアと３つのセンタ

ーエリアに区分し施設整備を行っている。 

昭和 57 年度の事業着手後、平成７年４月に中入口センターエリア・ひばの里等８０ha

を開園し、その後順次追加開園を行い、平成２４年 4 月のいこいの森約１０９ha の開園を

持って全園開園となっているところである。 

国営備北丘陵公園では、「ふるさと・遊び」を基本テーマに、以下の基本理念及び基本方

針のもと整備及び運営維持管理を行っている。 

 

【【【【国営備北丘陵公園国営備北丘陵公園国営備北丘陵公園国営備北丘陵公園建設の建設の建設の建設の基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】    

国営備北丘陵公園は、備北地方のたおやかな景観と風土を生かし、「ふるさと・遊び」を

基本テーマに、周辺環境との調和と連携を図り、森と湖に囲まれた緑豊かな自然の中で、

地域の歴史・伝統文化とのふれあいや多様なレクリエーション活動を通じて、人間性の回

復と向上の場となる公園を目指し、以下の通り公園整備の基本理念を定めている。 

１．基本理念 

  １）緑豊かな自然へのいざない 

  ２）中国地方の歴史や文化とのふれあい 

  ３）多様なレクリエーションへのしたしみ 

  ４）周辺環境とのつながり 

 

【【【【国営備北丘国営備北丘国営備北丘国営備北丘陵公園陵公園陵公園陵公園建設の建設の建設の建設の基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

国営備北丘陵公園は、基本理念をより具体的なものとするため、公園整備の基本方針を

以下のように定めている。 

１．基本方針 

  １）国兼池を中心とした湖畔景観や、丘陵景観等の自然を生かした公園とする 

  ２）中国地方の古い文化の継承や、新しい文化をはぐくむことのできる公園とする 

  ３）四季にわたる多様なレクリエーションに対応できる公園とする 

  ４）中国地方の全域から利用できる公園とする 

５）地域とのふれあいのできる公園とする  
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１．２１．２１．２１．２    運営維持管理基本方針の策定の背景・目的運営維持管理基本方針の策定の背景・目的運営維持管理基本方針の策定の背景・目的運営維持管理基本方針の策定の背景・目的    

国営備北丘陵公園は、中国地方全域からの利用が可能な中国地方のほぼ中心に位置し、

中国縦貫自動車道や中国横断自動車道尾道松江線を軸とした高速道路網により各主要都

市圏と結ばれ、平成２２年度には年間約４６万人、当初開園以来累計で約６３０万人の

方に利用されている。 

国営備北丘陵公園では、平成７年の当初開園以来、平成２４年４月のいこいの森の開

園により全園となる３３８．８ha が開園し、「基本理念」や平成 21 年に公表した「整備

プログラム」に基づき、多様レクリエーションニーズに対応できる公園運営や老朽化に

対応した改修等の適正な維持管理に努めているところである。 

一方、「公共サービス改革基本方針（H22.7.6 閣議決定）」に基づき、平成 25 年度から

の運営維持管理業務に民間事業者も含めた総合評価による競争入札を行うこととなり、

事業者に対し、運営維持管理業務にあたっての基本的な考え方を示す必要が生じている

ことから「運営維持管理基本方針」を策定したものである。 

 

１．３１．３１．３１．３    運営維持管理基本方針の位置づけ運営維持管理基本方針の位置づけ運営維持管理基本方針の位置づけ運営維持管理基本方針の位置づけ    

この運営維持管理基本方針は、中国地方で唯一の国営公園である国営備北丘陵公園が、

その使命や役割を担うための運営維持管理のあり方を示したものであり、以下の内容で

構成している。 

①運営維持管理の基本方針 

②運営維持管理の重点事項 

 

１．４１．４１．４１．４    運営維持管理基本方針の対象運営維持管理基本方針の対象運営維持管理基本方針の対象運営維持管理基本方針の対象    

基本方針は、既に供用している全園を対象としたものである。 

今後の運営維持管理においては、レストランや駐車場等の収益施設についても、互い

に連携・調整を図りながら、効果的・効率的な維持管理に努めるものとする。 
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２．運営２．運営２．運営２．運営維持管理の基本方針維持管理の基本方針維持管理の基本方針維持管理の基本方針    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿                        

 

２．１２．１２．１２．１    国営備北丘陵公園国営備北丘陵公園国営備北丘陵公園国営備北丘陵公園の公園づくりの基本理念の公園づくりの基本理念の公園づくりの基本理念の公園づくりの基本理念    

国営備北丘陵公園では、これまで、上述した基本テーマ、基本理念及び基本方針に基

づく公園づくりを進めてきたところであり、今後は、社会情勢の変化などに対応したよ

り適正な施設再配置や運営維持管理を進めていくこととなるが、基本テーマ・基本理念

及び基本方針については共通した考え方として今後 3 年間も継承していくものとする。 

 

２．２２．２２．２２．２    今後の今後の今後の今後の運営運営運営運営維持管理の基本方針維持管理の基本方針維持管理の基本方針維持管理の基本方針    

国営備北丘陵公園は、その存在価値や利用価値を、継承・連携・発信していくことに

より、良好な自然的条件を有効利用し、多様なレクリエーションの需要に対応する都市

公園としての役割を担う公園である。 

公園の存在価値とは、社会資本である公園が公共の福祉の増進等に貢献する機能や施

設を有していることであり、公園の存在自体に価値があることである。この存在価値は、

市場原理になじみにくく、持続的に維持しなければならない根元的なものである。 

一方、利用価値とは、存在価値を維持した上で、公園施設や機能を活用した様々な活

動が豊かに展開される公園の利用環境を意味している。この利用価値は、多様な主体の

知恵や工夫を活用して、安全、安心、快適な公園環境を創出していかなければならない

ものである。 

この存在価値や利用価値を継承・連携・発信していくためには、国営備北丘陵公園を

運営維持管理・利用する多様な主体（国、運営維持管理事業者、ＮＰＯ、ボランティア、

公園利用者等）が、今後の国営備北丘陵公園のあるべき目標・将来像を共有し、国営備

北丘陵公園のさらなる魅力向上に向けた取組を推進していく必要がある。 

今後の国営備北丘陵公園における運営維持管理の方針として、「公園での交流を通じて、

中国地方の自然、歴史文化の保存・継承や広域観光を推進し、地域の活性化に貢献する

とともに、多様な主体との連携・協働により、だれもが安全で快適に利用できる公園の

管理運営を進める」ことを念頭に、以下に示す５つの基本方針を設定するものである。 
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基本方針１）基本方針１）基本方針１）基本方針１）中国地方の豊かな歴史や伝統文化の保存中国地方の豊かな歴史や伝統文化の保存中国地方の豊かな歴史や伝統文化の保存中国地方の豊かな歴史や伝統文化の保存・・・・継承の推進継承の推進継承の推進継承の推進    

・ 中国地方の特徴である里山環境ではぐくまれた歴史・伝統文化の保存、継承の取り

組みを推進。 

・ 中国山地でかつて行われていた古代たたら鉄づくりの再現や古代米づくり、往時の

農家の生活などの実演や体験プログラムを充実するとともに、関連する取り組みを

行う団体と連携して情報発信を行う。 

 

[国営備北丘陵公園の実績] 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

基本方針２）自然環境の保全・活用と循環型社会の構築の推進基本方針２）自然環境の保全・活用と循環型社会の構築の推進基本方針２）自然環境の保全・活用と循環型社会の構築の推進基本方針２）自然環境の保全・活用と循環型社会の構築の推進 

・ 貴重な生物種を有する里山の多様な自然環境の保全、活用に取り組みの推進。 

・ 国蝶であるオオムラサキをはじめ、多様な動植物が生息・生育できるような自然環

境の保全、復元を進めるともに、学習の場を提供し、環境問題に対する関心を高め

る取り組みを推進。 

・ 公園内で発生したせん定枝や除草した草のチップ化、堆肥化して再利用する取り組

みを引き続き行い、循環型社会の構築に貢献。 

    

 [国営備北丘陵公園の実績] 

    

    

    

    

    

    

    

    

【国選定技術者・ボランティアの等の 

協力 による「古代たたら鉄づくり体験」】 

【青年会議所と連携による 

「さとやま自然塾」】 

【地元小学校と協働で整備した 

 ビオトープでの生物調査】 

【オオムラサキの保護・繁殖の取り組み】 
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基本方針基本方針基本方針基本方針３３３３））））連携による広域観光の推進、地域の活性化連携による広域観光の推進、地域の活性化連携による広域観光の推進、地域の活性化連携による広域観光の推進、地域の活性化 

・ 中国地方のレクリエーション拠点として、エントランスセンター国兼等において、

観光情報の発信や企画展示を行うなど、中国地方の多様な観光資源を公園の利用者

に発信し、広域観光を推進。 

・ 効果的な広報の実施等により広域利用を促進するとともに、庄原市、地元団体、

NPO や民間企業など、地域との連携による交流イベントの開催等により、地域の

活性化に貢献。 

 

[国営備北丘陵公園の実績] 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

基本方針４）協働による公園管理を通じた地域の担い手の養成基本方針４）協働による公園管理を通じた地域の担い手の養成基本方針４）協働による公園管理を通じた地域の担い手の養成基本方針４）協働による公園管理を通じた地域の担い手の養成 

・ 地域住民や公園利用者等との協働による公園管理を推進。 

・ スイセンガーデンのガイドボランティアなど、多様な主体が公園づくりに参加でき

る取り組みを充実することで、参加型の公園管理の仕組みづくりを進めるとともに、

地域づくりに主体的に取り組む担い手の養成に貢献。 

    

[国営備北丘陵公園の実績]    

    

    

    

    

    

    

【庄原市との共催による地域交流 

イベント「さとやま夢まつり」】 

【ＮＰＯ法人との連携による地域交流

イベント「中国山地やまなみ大学」】 

【ガイドボランティアによる 

自然観察会】 

【ボランティアによる花壇づくり】 
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基本方針基本方針基本方針基本方針５５５５））））安全で安心な公園づくりの推進安全で安心な公園づくりの推進安全で安心な公園づくりの推進安全で安心な公園づくりの推進    

・ 遊具などの公園施設を対象とした公園施設長寿命化計画を策定し、施設の改築・更

新を計画的かつ効果的に実施するとともに、利用案内や巡視を適切に行うなど、安

全管理を徹底。 

・ 車椅子利用者に適したルートの設定を行うなど、ユニバーサルデザインの考え方に

もとづき、だれもが安全で安心して利用できる公園づくりを推進。 

 

    

[国営備北丘陵公園の実績]    

 

    

    

    

    

    

    

 
【障害者と健常者がともに遊べる

大型複合遊具】 

【シルバー・身体障害者優先の 

無料園内移動施設】 
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３．運営維持管理の重点事項３．運営維持管理の重点事項３．運営維持管理の重点事項３．運営維持管理の重点事項                                                                                    

２．で定めた基本方針と併せ国営備北丘陵公園の運営維持管理にあたり重点的に取り組

む事項を整理した。 

 

（１）（１）（１）（１）中国地方の中国地方の中国地方の中国地方の豊かな歴史や伝統文化の保存・継承の推進豊かな歴史や伝統文化の保存・継承の推進豊かな歴史や伝統文化の保存・継承の推進豊かな歴史や伝統文化の保存・継承の推進    

・ 当初開園以来継続して実施している古代たたら鉄づくりの継承と公園利用者への

参画の拡大 

・ 歴史・伝統文化の保存、継承に向けた体験プログラムの継続と新たな取組みの推進 

・ 地元団体、NPO 等の歴史・伝統文化の保存、継承に関する活動の支援・調整 

・  

（（（（２２２２））））自然環境の保全・活用と循環型社会の構築の推進自然環境の保全・活用と循環型社会の構築の推進自然環境の保全・活用と循環型社会の構築の推進自然環境の保全・活用と循環型社会の構築の推進    

・ いこいの森エリア等での自然環境学習や体験活動プログラムの積極的な提供 

・ ササユリ等の園内に自生する貴重種の保全と積極的な活用 

・ 国が実施する自然環境学習への継続的なサポート 

・ 園内リサイクル材の積極的な活用とチップを活用した昆虫飼育の推進 

・  

（３）連携による広域観光の推進、地域の活性化（３）連携による広域観光の推進、地域の活性化（３）連携による広域観光の推進、地域の活性化（３）連携による広域観光の推進、地域の活性化    

・ 庄原市、観光協会等地元団体と連携した交流イベントの継続と新たな取組みの推進 

・ 中国横断自動車道の開通を睨んだ、広域観光の推進を図るための情報発信の強化 

・ 地元団体及び周辺観光施設との連携による観光ネットワークの継続と拡大 

・  

（（（（４）協働による公園管理を通じた担い手の養成４）協働による公園管理を通じた担い手の養成４）協働による公園管理を通じた担い手の養成４）協働による公園管理を通じた担い手の養成    

・ 既存ボランティア活動の継続的な支援と充実 

・ 新たなボランティアネットワークを構築するための情報発信と調整の強化 

・ 里山管理体験などの公園運営に資する体験学習の推進 

 

（（（（５５５５））））安全で安心安全で安心安全で安心安全で安心なななな公園づくりの推進公園づくりの推進公園づくりの推進公園づくりの推進    

        ・・・・    安全・安心で利用して頂くための施設点検の徹底と効率的な修繕の実施 

・ 快適に利用して頂くための利用サービスの充実 

・ 誰にでもわかりやすい案内サインやインフォメーションの充実 
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第１章 総則 

第 1 条 目的 

国営備北丘陵公園は（以下「本公園」という。）、広島県庄原市に国が設置したイ号国営公園であり、

中国地方では唯一の国営公園である。 

本公園の計画面積は約３４０ha であり、ひばの里、水辺の里国兼池、星の里、みのりの里、いこい

の森、ふるさとの森の７つのエリアと、中入口、北入口、南入口の３つのセンターエリアに区分し施設

整備を行っている。（別添１「公園平面図」、別添２「土地利用方針」参照） 

「ふるさと・遊び」を基本テーマに、周辺環境との調和を図り、森と湖に囲まれた緑豊かな自然の中

で、中国地方の歴史や伝統文化とのふれあい及び多様なレクリエーションニーズ活動を通じて、人間性

の回復と向上の場となる公園とするため、以下の４つの基本理念と基本理念を具体化するため５つの基

本方針を定めている。（別紙４「国営備北丘陵公園運営維持管理方針（案）」参照） 

１）基本理念 

周辺環境との調和と連携を図り、森と湖に囲まれた緑豊かな自然の中で、地域の歴史・伝統文

化とのふれあいや多様なレクリエーション活動を通じて、人間性の回復と向上の場となる公園を

目指し、以下の通り公園整備の基本理念を定めている。 

(1)緑豊かな自然へのいざない 

(2)中国地方の歴史や文化とのふれあい 

(3)多様なレクリエーションへのしたしみ 

(4)周辺環境とのつながり 

２）基本方針 

基本理念をより具体化するために下記の 5つを基本方針とする。 

(1)国兼池を中心とした湖畔景観や、丘陵景観等の自然を生かした公園 

(2)中国地方の古い文化の継承や、新しい文化をはぐくむことのできる公園 

(3)四季にわたる多様なレクリエーションに対応できる公園 

(4)中国地方の全域から利用できる公園 

(5)地域とのふれあいのできる公園 

平成７年の当初開園から平成 22 年度末までの累計公園利用者数は約 630 万人であり、平成 22 年度に

は年間約 46 万人の方々に利用されている。 

本業務は、豊かな緑につつまれた広い公共空間と里山の自然環境保全に配慮した公園として、より多

くの公園利用者が安全で快適に公園を利用できるよう、公園利用者サービスや利用指導を図るとともに、

公園の質的水準を維持、向上させ、本公園全般にわたり、公園資産を保全、増進させることを目的とす

る。 

     

第２条 適用及び用語の定義 

本仕様書は、H25－27 国営備北丘陵公園の運営維持管理業務のうち、「本業務全体の企画立案及びマ

ネジメント業務」、「施設・設備維持管理業務」、及び「植物管理業務」（以下「本業務」という。）に適

用する。 

なお、本仕様書に用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりである。 

１）「中国地方整備局」とは、国営公園の管理主体者であり、本業務の発注者のこと。 
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２）「調査職員等」とは、契約図書に定められた範囲内において、事業者又は事業者の指定する職

員に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う委託者の指定する職員で、総括調査職員、主任

調査職員及び調査職員を総称していう。 

３）「検査担当者」とは、事業者の指定する本業務に関する作業完了の確認を行う職員をいう。 

４）「事業者」とは、国営公園の運営維持管理者として、本業務を受託した者のこと。 

５）「公園利用者」とは、本公園を利用する者のこと。 

６）「自主事業」とは、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、中国地方整備局と事前に協議

し、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は 12 条に基づく許可を得た上で、

事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採算により臨時の飲食・物販施設の運営や行催

事を行う事業のこと。 

７）「収益施設」とは、利用料金の徴収や売上金を得て事業者の収入とするために事業者が実施す

る事業の対象となる施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭和 31 年政令

第 290 号）第 20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必

要となる場合がある。 

８）「入園料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条第 2 項及び都市公園法

施行規則（昭和 31 年建設省令第 30 号）第 11 条第 2 項に基づき、公園利用者から徴収する料

金のこと。 

９）「利用料金」とは、収益施設の使用やそれに伴うサービスの対価として、収益施設等を利用す

る者から徴収する料金のこと。 

10）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、施設運

営者が中国地方整備局に納める公園の土地または建物の使用にかかる料金のこと。 

11）「建物使用料及び土地使用料」とは、本公園の土地または建物を使用して臨時的な飲食・物販

施設等を設置する場合に、「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの基準について」

（昭和 33 年蔵管第 1 号）に基づき中国地方整備局から金額を通知し、事業者が中国地方整備

局に納める料金のこと。ただし、公共性の高い行催事を国事務所との共催により行う場合は、

建物使用料及び土地使用料は不要となる場合がある。 

12）「業務責任者」とは、本共通仕様書の第 13 条に示す業務内容である本業務全体の企画立案及び

マネジメント、企画運営管理、施設・設備の維持管理、植物管理の個々の業務遂行を監理する

もののこと。 

13）「総括責任者」とは、本業務全体を監理するものであり、業務責任者のうち、本業務全体の企

画立案及びマネジメントの業務責任者をもってそれにあてること。 

14）「スタッフ」とは、事業者が業務を履行するための職員、アルバイト、その他関係従事者をい

う。 

15）「管理物件」とは、別添１「公園平面図」に示す敷地及び附属設備を指す。なお、同敷地内で

あっても、第三者が持ち込み、または、管理許可を受け、もしくは占用している設備・機器、

工作物等については、その対象から除外する。 

16）「国事務所」とは、国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所のこと。 

17）「管理事務所」とは、別添３「管理事務所図」に示す建築物を指す。 

18）「管理センター」とは、管理事務所を拠点として本業務を遂行する組織のこと。 
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19）「修繕」とは、施設の劣化した部分又は部材について、性能又は機能を原状あるいは事実上支

障のない状態まで回復させること。 

20）「改修」とは、施設の劣化した部分又は部材について、性能又は機能を従前より向上させる措

置を行うこと。 

21）「保守」とは、機器等の必要とする性能または機能を維持する目的で行う消耗品または材料の

取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な作業を行うこと。 

22）「点検」とは、施設の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常又は劣化

がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含む。 

23）「指示」とは、中国地方整備局又は調査職員等が事業者に対し、業務の遂行上必要な事項につ

いて書面をもって示し、実施させることをいう。 

24）「通知」とは、中国地方整備局又は調査職員等が事業者に対し、又は事業者が中国地方整備局

若しくは調査職員等に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

25）「報告」とは、事業者が中国地方整備局又は調査職員等に対し、業務の遂行に係わる事項につ

いて、書面をもって知らせることをいう。 

26）「承諾」とは、事業者が中国地方整備局又は調査職員等に対し、書面で申し出た業務の遂行上

必要な事項について、調査職員等が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

27）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、中国地方整備局又は調査職員等と事

業者が対等の立場で合議することをいう。 

28）「提出」とは、事業者が中国地方整備局又は調査職員等に対し、業務に係わる事項について書

面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

29）「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したも

のを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達でき

るものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。電子納品を行う場合は、別途調査

職員等と協議するものとする。 

30）「検査」とは、既済検査あるいは完了検査のことをいう。 

31）「勧告」とは、中国地方整備局又は調査職員等が事業者に対し、業務等に関する事項について、

書面をもって、改善等の行動をとるように説きすすめることをいう。 

32）「命令」とは、中国地方整備局又は調査職員等が事業者に対し、業務等に関する事項について、

書面をもって、改善等の一定の義務を課する具体的な処分をいう。 

33）「モニタリング業務」とは、事業者が実施する利用実態調査及び本業務に対する自己評価並び

にその結果について中国地方整備局に報告を行う一連の業務を指す。 

 

第３条 総則 

１．本仕様書は、本業務を遂行するために必要な事項を定め、もって本公園の適正な運営維持管理を

期するものである。 

２．本業務の実施は、国営備北丘陵公園運営業務委託契約書（以下「契約書」という。）によるほか、

本仕様書によるものとする。 

 

第４条 準拠規定 
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本業務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる基準等に準拠する。 

１）都市計画法 

２）都市公園法 

３）道路交通法 

４）景観法、屋外広告物条例 

５）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

建築物環境衛生管理基準（厚生労働省） 

６）消防法（消防庁） 

７）建築基準法 

８）労働基準法 

９）下水道法 

10）水道法 

11）水質汚濁防止法 

12）浄化槽法 

13）食品衛生法 

14）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

15）大気汚染防止法 

16）騒音規制法 

17）振動規制法 

18）個人情報の保護に関する法律 

19）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 

20）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

21）電気事業法及びこれに基づく政令等 

22）電気設備に関する技術基準を定める省令 

23）建築保全業務共通仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

24）建築保全業務報告書作成の手引き（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

25）公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

26）公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

27）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編) 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

28）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

29）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

30）公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

31）移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 
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32）移動等円滑化の促進に関する基本方針（国家公安委員会、総務省、国土交通省） 

33）都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省） 

34）公園のユニバーサルデザインマニュアル 

（財団法人 都市緑化技術開発機構 公園緑地バリアフリー共同研究会編） 

35）都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版） 

（国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課） 

36）国土交通本省委託契約取扱要領（別添４） 

37）改訂・日本の絶滅の恐れのある野生生物レッドデータブック 

（環境省自然環境局野生生物課編） 

38）広島県レッドデータブック 2003 

39）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

40）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 

41）猛禽類保護の進め方（環境庁自然保護局野生生物課編） 

42）土木工事標準仕様書 

43）土木工事施工管理基準 

44）工事記録写真撮影基準 

45）電気通信設備工事標準仕様書（平成２０年版） 

46）機械設備工事標準仕様書（平成１９年３月） 

47）測量・調査・設計業務必携（平成２０年度） 

48）土木工事必携（平成１９年度） 

49）土木工事施工管理の手引き（平成１７年３月） 

50）河川法 

51）建設業法 

52）建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 

53）国有財産法、会計法、会計検査院法、国の債権管理等に関する法律 

54）遺失物法 

55）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

56）原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版） 

（国土交通省住宅局住宅総合整備課） 

57）その他、関係諸法令等 

 

第５条 事業者の義務 

１．運営維持管理者となる事業者は、本業務について善良なる管理者の注意をもって実施する義務を

負うものとする。 

２．本公園の設置の意義を踏まえて、その効用を最大限発揮させるよう、努力しなければならない。 

３．本業務全般について企画立案を行い、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、

第２章に示す多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつ

つ実施しなければならない。 

４．事業者は、本公園の管理について創意工夫のある企画や効率的な運営等により、公園利用者の多
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様なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図り、効果的・効率的な管理運営を目指さなければ

ならない。 

５．事業者は、本業務の実施にあたって、中国地方整備局及び調査職員等と常に密接な連絡をとり、

本業務の目的の達成を図るものとし、その実施状況を記録しておくものとする。 

 

第６条 中国地方整備局と事業者の責任分担 

本公園の運営維持管理を実施するにあたり、中国地方整備局と事業者の責任分担を下表「中国地方整

備局と事業者の責任分担一覧表」のとおりとする。ただし、「中国地方整備局と事業者の責任分担一覧

表」に定める事項に疑義が生じた場合、又は「中国地方整備局と事業者の責任分担一覧表」に定めのな

い事項については、中国地方整備局と事業者の間で十分に協議のうえ決定するものとする。 
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中国地方整備局と事業者の責任分担一覧表 

※年間修繕費用（2,544 万円（税抜き））は、軽微な維持管理修繕（点検を除く）に要した費用の平成

20 年～平成 22 年の実績平均と現在の状況を踏まえた額であり、本業務において事業者によるこれと

同程度の修繕を見込んでいる。実績は、別紙 30「建物・工作物に係る修繕履歴」を参照のこと。 

※事業者の責任分担に係る項目のうち◎については、委託費を充当することはできない。 

 

項目 中国地方整

備局 
事業者 

 内容 
料金徴収業務 入園料（収益施設等運営に係るものを除く。）の徴収

業務 
（徴収料金は、中国地方整備局に納付） 

 ○ 

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5 条に基づき設置・

管理している施設は除く。） 
 ○ 

物品の管理 中国地方整備局より提供のあった物品の管理  ○ 
本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○ 

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用

者からの苦情、訴訟、要望への対応 
 ○ 

上記以外の場合 ○  
事故・災害時対応 本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ 

上記以外の場合 ○  
物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

但し、30/1000 以上の物価変動が見込まれる場合 ○  
金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 
運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の

増減 
 ○ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○  
 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○ 
施設・物品等の修

繕 
事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者に

よる管理が不適切なために修繕が必要になった場合

も含む。）(以下この表において「①」という。) 
 ◎ 

 修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円を超えない

場合かつ年間修繕費用 2,544 万円（税抜き）※を超

えない場合（上記①を除く。） 
 ○ 

 上記２項目以外の場合 
※予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉園と

する場合には、年間業務計画の変更を協議するもの

とする。 

○  

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画に基づ

く警戒体制以上の体制をとるような事態）の不可抗

力（以下この表において「②」という。）により公園

施設に著しい損害を受けた場合に、公園を一時閉園

するなどして行わなければならない施設、設備等の

復旧等 
※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園とする

場合には、対応を協議するものとする。 

○  

公園利用者への損

害 
事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に

損害を与えた場合（事業者の不適切な運営、又は施

設管理による公園利用者の怪我等） 
 ◎ 

共通仕様書第３１条の保険の付保及び事故の補償に

係る場合 
 ○ 

上記２項目以外の場合 ○  
第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害

を与えた場合 
 ◎ 

上記以外の場合 ○  
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第７条 公共サービス改革法に基づく指示 

中国地方整備局長は、事業者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると認める

ときは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（以下｢公共サービス改革法｣という。）第

２７条第１項に基づき、事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示できる。 

 

 第８条 契約の解除 

中国地方整備局は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

a) 公共サービス改革法第２２条第１項第１号イからチ又は同項第２号に該当するとき。 

b) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

c) 暴力団を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかになったとき。 

d) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に避難されるべき関係を有していることが明らかになったと

き。 
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第２章 業務内容 

第９条 運営維持管理基本方針 

事業者は、国有財産としての適正な管理を保持しつつ、創意工夫やノウハウを積極的に発揮し、次の

各号に掲げるに方針に則り、本業務の遂行に努めなければならない。 

１）管理運営方針 

管理運営業務については、本公園での交流を通じて、中国地方の自然、歴史文化の保存・継承や

広域観光を推進し、地域の活性化に貢献するとともに、多様な主体との連携・協働により、誰もが

安全で快適に利用できる公園づくりを進めるため、以下の方針に留意して実施するものとする。 

(1)中国地方の豊かな歴史や伝統文化の保存・継承の推進 

(2)自然環境の保全・活用と循環型社会の構築の推進 

(3)連携による広域観光の推進、地域の活性化 

(4)協働による公園管理を通じた地域の担い手の育成 

(5)安全で安心な公園づくりの推進 

２）維持管理方針 

(1)植物管理 

 当初の植栽意図を踏まえ各植物の特性に配慮した上で、適正に持続・育成するよう必要な管

理を行うとともに、自然の生態系にも配慮し適切な生育・生息環境が保たれるような保全・管

理に努めること。 

 草花については、本公園の主要な集客施設であることを踏まえ、四季の景観や季節及び生物

の生息環境、また公園利用者への花風景の演出を配慮した適切な修景及び管理を行うこと。 

(2)施設管理 

 建物、工作物等の施設や設備については、安全で安心して快適に利用できる公園環境の提供

を図るため、各種施設の位置、機能、特性を十分に把握した上で、全ての施設を清潔かつその

機能を正常に保持するため、適正な維持管理及び保守点検の履行を確実に実施すること。 

 
第１０条 業務実施の基本的事項 

事業者は、本業務の実施にあたっては、各業務間の総合調整を十分に図り、次に掲げる項目に留意す

るのと合わせ、第１条に示す基本理念及び基本方針に沿った運営維持管理を行うものとする。 

１）安全で快適な利用がされるように利用指導及び公園利用者サービスを適切に行うとともに、利

用の活性化を図るために公園利用者ニーズに的確に対応した利用促進策を展開する。 

２）市民参加を推進するため、園内のボランティア活動への支援・指導に努める。 

３）乳幼児連れの公園利用者、障害者、高齢者等への適切な対応等を図る。 

４）地域との良好な関係を維持するため、地元公共団体、企業、市民等との連携を図る。 

５）様々な管理技術の駆使や、効率的な管理運営等を通じて、常に経費の削減に配慮しながら高品

質な維持管理を実施する。 

６）災害や事故等における危機管理を徹底するとともに、緊急連絡体制、非常参集体制を確立し、

大規模災害時には災害復旧活動拠点としても機能するよう、適切な対応を行う。 

７）有機性廃棄物の堆肥化や塵芥のリサイクル等、園内での資源の有効活用に配慮する。 

８）良好な景観の形成に努めた維持管理を実施する。 

９）利用状況に応じ、適正に本業務を行い、利用に支障をきたさないように配慮する。 
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第１１条 履行場所及び履行期限 

１．履行場所 

施設名称 国営備北丘陵公園 

所在地  〒727－0021 広島県庄原市三日市町 4－10 

敷地面積 338.8ha 

 ※別添１「公園平面図」を参照すること。 

 

２．履行期限 

平成 25 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までとする。 

事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう過年度受託者から契約日以降業務開始日まで

に必要な引き継ぎを受け、開園に備えなければならない。 

 

第１２条 公開日時等 

本業務の履行期間における本公園の公開日、公開時間、入園料については原則として官報告示に従う 

 開園期間及び時間 

エリア 開園期間 開園時間 

供用区域 

 ３月１日～６月３０日  9:30～17:00 

 ７月１日～８月３１日  9:30～18:00 

 ９月１日～１０月３１日  9:30～17:00 

１１月１日～１１月２２日及び１２月２６日～２月末日  9:30～16:30 

１１月２３日～１２月２５日  9:30～21:00 

※休園日は毎週月曜日（但し月曜日が休日の場合は直後の平日）、１２月３１日及び１月１日。但し、

４月９日～５月５日、７月２１日～８月３１日及び９月１６日～１０月１６日の月曜日並びにその

翌日が休日に当たる月曜日は公開する。 

※繁忙期、イベント開催時等においては、事業者が中国地方整備局に協議し、承諾を得た上で、開園

時間の変更を行うことができる。 

※開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は事業者が中国地方整備局に協議

し、承諾を得て休園とすることができる。 

 

なお、以下のとおり無料入園日を設けることとし、当該年度の日付は１ヶ月前までに通知する。 

春の都市緑化推進運動／４月１日～６月３０日【期間中１日】 

秋の都市緑化月間／１０月１日～１０月３１日【期間中２日】 

みどりの日／５月４日【１日】 

児童福祉週間／５月５日【１日】 ※小学生若しくは中学生又はこれらに相当する者のみ無料 

敬老の日／９月第３月曜日【１日】 ※満６５歳以上の者のみ無料 

 

第１３条 業務内容及び業務対象 

本業務に含まれる対象業務は下記のとおりである。 
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公園運営維持管理業務（委託費により行う業務） 

(1) 本業務全体の企画立案及びマネジメント業務 

・本業務全体の計画立案及びマネジメント 

・入園料徴収、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務  

・企画広報（行催事企画運営、広報、公園ボランティア活動の支援・調整） 

・公園利用者への利用指導、公園利用者へのサービス、園内巡視 等 

(2) 施設・設備維持管理業務 

・維持修繕・保守点検等（建物、建物設備、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設、給

水施設、水景施設、その他設備） 

・清掃（園内清掃、園内建物清掃） 等  

(3) 植物管理業務 

・高木管理、中低木管理、林地管理、草地管理、草花管理等（草刈り、施肥、灌水、剪定等） 

 

１）本業務全体に企画立案及びマネジメント業務 

 (1)マネジメント 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の下で、

施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について総合的な調整のもと相互連

携を保ち、適切な進捗管理を行うとともに、入園料の徴収事務、中国地方整備局の実施する整備・

修繕工事における実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるた

めの諸業務を行う。 

 

(2)企画運営管理 

利用促進のための行催事（材料代等実費を公園利用者から徴収すること等ができるものを含む）

や広報宣伝の企画・立案・実施・参加者受付及び公園ボランティアに対する支援・調整を行う。ま

た、公園利用者の安心・安全を確保し、円滑に利用してもらうために、利用指導及び利用案内等の

公園利用者に対するサービスの提供、公園利用者の施設予約等の受付、園内巡視、本業務に関わる

自動車維持等を行う。 

 

２）施設・設備維持管理業務 

(1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設等について、所要の目的が果たされるよう、

日常、適宜巡回点検・保守点検し、常に安全で良好な状態にあるよう、利用の状況に応じて破損個

所の軽微な補修又は補充を適切に行う。また、給水施設や電気設備の使用量を計測し記録を確実に

行うとともに、水景施設に関しては、衛生面の安全を確保するよう、水質管理を確実に行う。 

 

(2) 清掃 

公園利用の動向、塵芥及び汚水等の発生量に即応して適切な措置をとり、園内や建物の清掃を行

い、常時公園内を清潔にする。また、園内に塵芥が散乱した場合は、速やかに園内の清掃を行い、
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利用に支障が生じないよう適切な措置をとる。なお、塵芥は種類ごとに定められた処理方法に従っ

て、適切に処理する。 

 

３）植物管理業務 

各植物の特性と自然の生態系に配慮した適切な生育・生育環境を保つため、利用状況、景観等に

応じた除草、外来種の除去、芝刈り、施肥、潅水、樹木の剪定等を行うことにより、園内の植物が

常に良好な状態にあるように植物管理を行うとともに、公園利用者に怪我等がないよう適切な管理

を行う。特に、草花については、本公園の主要な集客施設であることを踏まえた適切な修景及び管

理を行う。 

  

第１４条 業務実施体制 

１．国営公園の設置目的を達成し、公園利用者の安全・快適な利用サービスを提供するため、下記の

資格要件を備えている職員を配置するなど本業務を実現する業務実施体制を構築しなければなら

ない。なお、資格証明書の写しを調査職員等に提出するものとする。 

＜事業者が保有する必要がある資格＞ 

・１級造園施工管理技士 

２．日常管理業務に加え、公園利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応が

適切に行われるよう、一元的な管理体制を構築しなければならない。 

３．本業務全体の企画立案及びマネジメント、施設・設備維持管理、植物管理について業務別に業務

責任者を配置することとする。なお、本業務全体の企画立案及びマネジメントの業務責任者を総括

責任者とし、業務責任者による他業務責任者及び担当者の兼務を妨げない。ただし、収益施設等管

理運営業務への委託費の支出は認めない。収益施設等管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施

設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分しなければならない。 

４．開園期間中は、本共通仕様書第 13 条１）～3）及び収益施設等管理運営業務の業務責任者のうち、

少なくとも２名以上勤務する体制とすること。さらに、業務責任者が勤務しない業務については、

その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め本共通仕様書第 13 条１）～3）が円

滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。なお、主な業務従事（勤務）場所は、管理事務所（別

添 3 参照）とすることを想定している。 

５．この他、国庫に納入する入園料等の徴収業務を担当する経理担当者、及び救急対応を担当する者

を配置するものとするが、経理担当者は、刑法（明治 40 年法律第 45 号）、その他の罰則の適用に

ついては、法令により公務に従事する職員とみなす。 

 

第１５条 業務計画書 

１．総括責任者は、契約締結日の 14 日前までに、企画書にもとづく積算根拠となる詳細な工種、数

量、月次の工程計画、体制を記載した「業務計画書」を中国地方整備局に提出し、承諾を得なけれ

ばならない。 

２．「業務計画書」の策定にあたっては、運営維持管理の実務を通じた経験や知見、公園利用者から

の意見・苦情・要望を踏まえた業務計画の変更の経緯、記録が確実に残る仕組みを構築し、「業務

計画書」に記載する。 
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３．運営維持管理の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望に基づく対応につ

いて、年度内での変更が求められる場合は、「業務計画書」を随時修正する。 

変更業務計画書の提出の必要の有無は内容に応じて調査職員と協議することができる。 

４．四半期別必要経費内訳書には、「業務計画書」の変更ある場合は、その結果を反映した上で、数

量、単価を記載し、積算根拠を明確にする。 

 

＜業務計画書に記載が必要な項目＞ 

１） 年間運営管理計画（月別） 

２） 年間行催事計画書（月別） 

３） 企画提案された実施方針(月別) 

４） 業務実施体制 

５） 業務実施のための管理機構及び職務分担 

６） 実施計画（別添 4：｢国土交通本省委託契約取扱要領｣参照｣） 

７） 四半期別必要経費内訳書（別添 4：「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 

８） 再委託承諾申請書（別添 4：「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 

９） 施設管理作業（建物管理、工作物管理、清掃） 

10） 植物管理作業 

11） 公園内巡視作業 

12） 入園料徴収及び公園利用者への利用指導 

13） 安全管理、安全確保、救急救護、巡視計画、防災計画、消防計画、災害時・異常時対策 

14） 公園利用促進への取り組み（広報、行催事等の開催） 

15） 市民参加による公園運営（ボランティア） 

16） 環境への配慮 等 

 

 

第１６条 業務報告書 

１．事業者は、運営維持管理の実施状況と包括的な質や管理水準等の達成状況のモニタリングが確実

に行えるよう、下表に示す報告書を調査職員等に提出する。ただし、提出期限が土曜日、日曜日及

び祝日に該当する場合は、翌開庁日とし、契約完了年度の業務最終月の提出期限は契約完了日まで

とする。 

 

定期報告で提出すべき標準的な項目 

項目名 提出先 提出期限 

公園利用者数等集計表                  調査職員等 毎日 

（但し、国事務所が

閉庁日は除く） 

管理月報（※）             （別添様式 1） 調査職員等 翌月の 10 日 

管理四半期報              （別添様式 2） 調査職員等 四半期翌月の 15 日 

収益施設等管理運営業務の管理に関する勤務簿（案）（別添様 調査職員等 毎週初め 
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式 3） 

公園内全施設の電気メーター検針表及び算定表 調査職員等 毎月初め 

公園内全施設の水道メーター検針表及び算定表 調査職員等 毎月初め 

公園内全施設のガスメーター検針表及び算定表 調査職員等 毎月初め 

貸与車両の稼働実績、燃料使用実績報告 調査職員等 毎月初め 

上記以外の中国地方整備局で指定した報告事項   調査職員等 指示に従う 

※管理月報には、①「公園利用者数等内訳書」②「マスコミ報道実績及びホームページアクセス

数」③「利用プログラムの行催事開催数、参加人数及び内容がわかる資料」④「業務執行状況

がわかる資料（写真含む）」を含めて提出するものとする。 

 

２．事業者は、各年度の業務を完了した時は、業務完了日までに、下表に示す年度内に実施した運営

維持管理実績の全てを報告書（正本３通、副本１通）に成果物を添えて提出する。 

 

完了報告で提出すべき標準的な項目 

項目名 提出先 

完了報告書   （別添 4「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 中国地方整備局 

精算報告書  （別添 4「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 中国地方整備局 

委託料経費別内訳報告書（別添 4｢国土交通本省委託契約取扱要領｣参照） 中国地方整備局 

残存物件報告書（別添 4「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 中国地方整備局 

事業評価報告書（任意様式） 中国地方整備局 

材料徴収型イベント収支報告書（任意様式） 調査職員等 

実施状況等の記録書 調査職員等 

アンケート調査報告書 中国地方整備局 

 

実施状況等の記録書に添付すべき標準的な項目 

項目名 提出先 

作業日誌      調査職員等 

保守点検の記録      調査職員等 

作業実施数量の記録 調査職員等 

作業記録写真      調査職員等 

安全衛生点検の記録 調査職員等 

修繕等の記録 調査職員等 

上記以外の中国地方整備局で指定した報告事項 調査職員等 

 

 

３．経理状況に関する帳簿類は常に整理し、中国地方整備局又は調査職員等からこれらに関する報告

や実施調査を求められた場合には、速やかに調査職員等の指示に従い、誠実に対応する。 

４．本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、上記業務報告書の最終成果を電子データで納
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品する。 

 

 

＜電子納品＞ 

１）電子データとは、「電子納品等運用ガイドライン」、「現場における電子納品に関する事前協

議ガイドライン（案）」（以下「ガイドライン」）及び「電子納品に関する手引き（中国地方

整備局版）（案）」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。なお、

書面における署名又は押印の取扱いについては、別途調査職員等と協議するものとする。 

２）最終年度の業務を完了した時には、別に定める様式（電子媒体納品書）に署名・捺印の上、「ガ

イドライン」に基づいて作成した電子データをCD-R で２部提出する。 

３）受発注者相互にCD-R の内容を確認した上でCD-R の受領を行うものとする。 

４）「ガイドライン」で特に記載がない項目については、原則として成果を電子化して提出する義

務はないが、調査職員等と協議の上、電子化の是非を決定する。 

５）上記によりがたい場合は、調査職員等と協議するものとする。 

 

第１７条 記録の保存 

報告書、経理状況に関する帳簿類は、中国地方整備局又は調査職員等の求めに応じて常に提出できる

よう、事業者において５年間保存すること。また、契約期間終了後は調査職員等へ引き継ぐこと。 

なお、本業務の記録類については以下を最低限とする。 

・作業実施数量等の記録 

・保守点検の記録 

・作業日誌 

・安全衛生点検の記録 

・修繕等の記録 

・作業記録写真 

・事業者における検査担当者が作業の完了を確認した記録 

・その他、中国地方整備局が指示する記録 

 

第１８条 モニタリング業務 

事業者は、公園利用者からの意見要望を積極的に把握、評価し、業務に反映させるため、次の各号に

掲げる調査を行い、その結果について中国地方整備局に報告する。 

１）利用実態調査 

本公園において提供するサービスに対する公園利用者の評価について、アンケート等を実施する

など事業者の工夫により、確実に把握すること。また、事業者は、利用実態調査を行う場合、その

方法について、調査職員等と事前に協議した上で調査を実施し、その結果は、即地的にも確認でき

るよう記録、集計・分析を実施する。 

２）本業務に対する自己評価 

本業務に関して、利用実態調査結果と、その結果に基づいて、本業務に反映させるよう努めた事

項について年度毎に適宜自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ、中国地方整備局に提出
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する。 

 

第１９条 中国地方整備局が行うモニタリング調査 

１．中国地方整備局は、事業者で実施する事業評価業務（本共通仕様書第 18 条）とは別に、本業務

の実績を評価する業務を発注する。 

２．事業者は、本業務等の実施内容の評価が確実に実施されるよう、実施状況等の調査には、モニタ

リング実施日の調整および協力するものとする。 

３．調査は、個別仕様書等に示す管理水準や事業者から企画提案された実施方針の履行状況を確認す

る予定である。 
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第３章 委託費の支払い 

第２０条 委託費の支払い 

１．事業者は、提出した業務計画書に基づいて、本業務を実施することにより、達成すべき包括的な

質（本実施要項 1.3.1 参照）の確保に努めるとともに、個別業務の質（本実施要項 1.3.2 参照）の

最低水準を確保しなければならない。 

２．中国地方整備局は、上記の履行内容を確認し、検査したうえで、会計年度（４月１日から翌年３

月 31 日まで）を基準とし、四半期毎に委託費を支払うものとし、その支払いは適正な請求書を受

理した日から起算して 30 日以内とする。ただし、検査の結果、質及び最低水準が確保されていな

い場合は、適切に業務を行うよう改善指示（業務の履行中を含む。）を行うこととし、事業者は要

因分析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、委託費の請求はできないものとする。 

なお、委託費の請求は、業務計画書及び各年度別四半期別必要経費内訳書に基づく、完了報告書、

精算報告書、残存物件報告書による各年度の四半期における所要額の範囲内とする。 

３．各年度の契約金額の確定額は、業務に要した経費の実費額と各年度の契約金額の支払の限度額の

いずれか低い額とする。 

４．委託費の支払いについては、会計法第 22 条、予算決算及び会計令第 58 条に基づく協議が整った

場合において、事業者は委託費の概算払を四半期毎に請求できるが、業務の改善指示があった場合

には、事業者は要因分析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、次の四半期の概算

払いに係る委託費の請求はできないものとする。なお、委託費の請求は、業務計画書及び各年度別

四半期別必要経費内訳書に基づく、各年度の四半期における所要額とする。 

５．事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、業務実施前に事業者が作成した業務計画書

をもとに設定した包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の場合には、委託費の減額は行

わない。 

６．本業務の準備期間における経費は、委託費（一般管理費含む）にて支出することはできない。 

７．各業務の積算体系は、以下のとおりである。 

＜積算体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本社人件費（職員基本給、職員諸手当、退職金等）、本社旅費（職員旅費）、本庁費（職員厚生経費、

備品費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、賃料及び損料、保険料、雑役務

費等）、付加利益（法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び割引料、

支払保険料その他営業外費用等） 

業務委託料 

業務価格 

消費税相当額 

直接業務費 

一般管理費＊ 

植物管理業務 

施設・設備維持管理業務 

本業務の企画立案及びマネジメント業務 
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第４章 公園内の安全管理 

第２１条 安全管理 

１．本公園における公園利用者の安全確保並びに快適な利用を図るため、本業務の履行にあたり、常

に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、本公園の利用に関し必要な事項につい

て、適切な措置・対応を行うなど、事業者の責任において常に善良なる管理を行うものとする。 

２．新型インフルエンザや鳥インフルエンザのように、重症化する恐れのある感染症等については、

調査職員等と協議の上、消毒液を設置するなど、適切な措置・対応を行うこと。 

  なお、園内で新型インフルエンザに関する事案が発生した場合は別添 5｢国営備北丘陵公園新型イ

ンフルエンザ対応マニュアル（案）｣に準拠し適切な措置・対応を行うこと。 

３．事業者は、本業務の履行にあたっては消防法に準拠し防火管理に努めるとともに、火災・その他

災害による物的・人的被害を軽減することを目的に、別途消防計画を作成し業務計画書に合わせて

提出すること。なお、消防計画には、防火管理者等の担当者を明記することとする。 

４．事業者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検査を実施し、調

査職員等に報告するものとする。 

５．公園内について、常に安全上の観点から観察を行い、異常を認めた場合は速やかに対応するとと

もに、必要に応じ調査職員等に報告するものとする。安全管理には十分注意し本業務を履行する。 

 

第２２条 安全確保 

１．本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故

の防止に努める。 

２．設備に異常を認めた時は、危険防止に必要な措置を調査職員等に報告の上、当該措置を講ずる。 

３．万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運転を一時

停止又は運転制限をする等の措置をした上、直ちに調査職員等に報告し、臨時に精密検査を行い、

その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 

４．その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、事業者

が作成した緊急連絡体制に基づき、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書面により調査職

員等に報告するものとする。 

１）事故発生日時 

２）事故発生場所 

３）事故発生の原因 

４）事故の程度 

５）人身事故の場合は、医師の診断結果、氏名、性別、年齢、連絡先 

６）事故処理の概略 

７）再発防止策等 

 

第２３条 救急対応 

１．事業者は、救急活動及びその報告に関するマニュアルを作成し、業務計画書に合わせて提出する

ものとする。 

２．事業者は中入口センターエリア・ビジターセンター、北入口センターエリア・エントランスセン
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ター国兼、つどいの里・クラブハウス内に救護所を設け、看護士又は普通救命講習修了者を配置し、

救急活動に当たらなければならない。 

３．救急担当者は、救急活動を要する事態を認めたときは、公園利用者の急病や負傷には応急処置を

とり、怪我等の状態によっては救急車両による搬送手配を行うなど、最も適切と思われる措置をと

らなければならない。 

４．事業者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確に記録するとと

もに、その経過及び結果を速やかに別途定める様式により調査職員等に報告する。ただし、軽微な

ものについては、後日報告とすることができる。 

５．重大事故については、別に定める様式（別添様式４）によりただちに調査職員等に報告し、その

指示に従うこととする。なお、重大事故とは公園管理又は公園施設に起因するか若しくはその恐れ

のある事故が起こった場合、または３０日以上の治療を要する重傷者若しくは死者の発生する事故

が起こった場合、さらに人的被害が発生しなくても、公園施設に起因する３０日以上の治療を要す

る重傷者又は死者が発生する恐れがあった事故が起こった場合とする。 

６．傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

 

第２４条 災害時、異常時等の対応 

１．事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、公園利用者の安全を確保し、迅

速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。この場合において、閉園等

の必要があると認めるときは、事業者はあらかじめ中国地方整備局の承諾を得なければならない。

ただし、緊急上やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 

２．前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を調査職員等に速やかに報告する。 

３．台風、豪雨等の災害発生が予想される場合には、事前に土のう設置、雨水桝の詰まり防止のため

の落ち葉除去等を実施し、被害の軽減に努めなければならない。 

４．台風、豪雨等の災害発生時に調査職員等の指示した箇所の巡回、土のう等の設置等を行うものと

する。 

５．事業者は、夜間及び休園日において、異常を発見した場合は、必要に応じて警察、消防等の関係

機関等に通報し、適切な措置を講ずるとともに、調査職員等に速やかに報告する。 

６．調査職員等は、災害防止や本業務の履行上特に必要と認めるときは、事業者に対して、臨機の措

置をとることを指示することができる。 

７．調査職員等の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、事業者は、迅速に必要な人

員を確保し、適切な措置・対応を行うこと。 

８．事業者は、事故や災害発生時等への対応のため、国事務所が定める災害対策計画書（別添 6｢三次

河川国道事務所災害対策計画書｣）に基づき、事業者の役割・行動・体制等をとりまとめた危機管

理マニュアルを作成し、業務計画書と合わせ提出すること。 

９．事業者は、災害時、異常時等の発生時等は、前項において作成したマニュアルに基づき、公園の

開園日、開園時間に関わらず、適切な措置・対応を行うものとする。 

10．災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、調査職員

等に報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な措置・対応を行うこと。 
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第５章 協議・調整等 

第２５条 中国地方整備局等の要請への協力 

１．調査職員等から公園に関する調査、又は作業の指示等があった場合には、事業者は迅速、誠実か

つ積極的な対応を行う。 

２．その他、国事務所が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パトロール、消

防訓練、行催事、要人案内、公園に関する会議、夜間開園、監査・検査、視察、式典等）及び契約

書及び仕様書に記載にない事項への参加・協力・実施を、事業者は積極的かつ主体的に行うこと。 

３．事業者（総括責任者、各業務責任者）は、必要に応じ国事務所が開催する公園関係者のセンター

会議及び調査職員等が指示する会議に参加するものとする。また、統括責任者は、別紙 25 に示す

「総括責任者による外部会議への出席」に原則として出席するものとする。なお、各会議で使用し

た書類及び議事内容は、調査職員等が報告を求めた場合、書面で提出すること。 

４．事業者は、管理業務を円滑に実施するため、調査職員等及び管理運営に関係する者との情報交換

や業務の調整を図る連絡会議を、定期又は不定期に開催するものとする。なお、連絡会議には、第

三者を参加させることができるものとする。 

５．関係機関の立会検査又は調査がある場合は、事業者は調査職員等の指示により立会等に協力する。 

６．本業務の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望は、即地的にも確認でき

るよう記録、集計・分析した結果と本業務に反映させるよう努めた事項について、調査職員等に報

告するよう、努めるものとする。 

 

第２６条 別途工事等との調整 

１．国事務所の発注する別途工事又は業務（法定点検業務等）がある場合には、事業者は必要に応じ

て工事又は業務内容及び計画（変更を含む）に対して、本業務に関連する助言ならびに公園利用及

び動植物の保護育成に関する調整を行う。 

２．国事務所が別途発注する施設保全業務等の実施に当たり、事業者は、点検等の実施時期の調整に

協力する。電気設備の点検に伴う計画停電のときには、その対応については、調査職員等と調整す

ること。 

 

第２７条 中国地方整備局等との協議等 

１．事業者は、本仕様書に明記されていない事項又は本仕様書の内容について疑義を生じた場合は、

調査職員等と協議すると共に、協議の内容を記録して調査職員等に提出し、確認を得る。 

２．業務責任者又は業務担当者は、本業務の実施方法等について必要がある場合は、調査職員等の指

示を求めるほか、打合せを行い、その内容を記録して調査職員等に提出し、確認を得る。 

３．施設の運営維持管理に係る各種規程・要項を作成する場合や、追加開園等により契約期間中に業

務内容が変更する場合、さらには、その他新業務への対応が必要な場合は、中国地方整備局と事業

者の間で調整又は協議を行う。 

４．不測の事態又は疑問等が生じた場合は、速やかに調査職員等と協議する。 

 

第２８条 その他の協議・報告等 

１．事業者は、以下の協議をはじめとする公園の管理・運営等で必要な協議を適切に行い、調査職員
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等が報告を求めた場合、書面で報告しなければなければならない。 

１）地元自治体、マスコミ等関係機関、ボランティア団体等との協議 

２）その他園内施設の運営者との協議 

３）持込みイベント等の利用調整 

２．運営維持管理業務のスタッフ（総括責任者、業務責任者を含む）が、収益施設等管理運営業務委

託費で支弁すべき以外の業務に従事した場合は、別添様式 3｢収益施設等管理運営業務の管理に関す

る勤務簿（案）｣に勤務実績を記載し、調査職員等に提出すること。 

 

第２９条 官公署への連絡、届出 

事業者は、官公署への連絡、届出手続きは中国地方整備局に協力し、遅滞なくこれを処理する。また、

事業者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となるときは事業者において行う。 
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第６章 雑則 

第３０条 本業務の再委託 

事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して、又は本業務における主たる部分を再委託す

ることはできない。本業務における主たる部分は、次のとおりとする。 

＜本業務における主たる部分＞ 

本業務における総合的企画立案、業務遂行管理、入園料金の収受及び納入、救急・災害時の統括管

理、各業務手法の決定及び本業務履行者としての最終的な意志決定を行うための技術的判断等 

１）事業者は業務の一部を第三者に委託させようとする場合は、あらかじめ再委託の相手方の住所、

氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を調査

職員等に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも

同様とする。 

２）事業者が、中国地方整備局に対して負う業務を適切に履行するため、事業者は再委託の相手方

に対し、実施要領 8．4 及び 8．6 に規定する事項その他事項について必要な措置を講じさせる

とともに、再委託の相手方から必要な報告を徴収することができる。 

３）事業者が、再委託の相手方に業務を実施させる場合は、すべて事業者の責任において行うもの

とし、再委託先の相手方の責めに帰すべき事由については、事業者の責めに帰すべき事由とみ

なして、事業者が責任を負うものとする。 

４）再委託等の承諾を行った際は、必要に応じて当該部分（再委託）に該当する経費についての領

収書、明細書の写しの提出を求める場合がある。 

５）契約書第３条第４項で規定する「軽微な業務」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレー

ス、資料整理、計算処理、模型製作、和訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等及

び小規模な業務をいうものとする。なお、小規模な業務とは、原則として契約額１００万円未

満のものをいう。 

６）再委託の相手方は、入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、国土交通省中国整備局

長から指名停止を受けていないこと。 

７）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者に再委託してはならな

い。 

 

第３１条 保険の付保及び事故の補償 

１．事業者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇用者等の雇用形

態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

２．事業者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をも

って適切な補償をしなければならない。 

３．事業者は、自動車任意保険、施設賠償責任保険、動産総合保険の他、必要に応じて各種保険に加

入するものとする。 

 

第３２条 建築物及び機械器具の無償貸与等 

１．事業者の義務 

事業者は、中国地方整備局より貸与された本業務の遂行に必要な建築物及び機械器具を善良な管
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理者の注意をもって、取り扱う義務を負う。 

２．建築物及び機械器具の無償貸与 

本業務の遂行に必要な、国の建築物及び機械器具等であり中国地方整備局が保有する別添 7「提

供施設一覧表（建築物）」及び別添 8「提供施設一覧表（機械器具等）」に示す提供施設並びに園内

に存知するその他施設（収益施設等管理運営規定書第１条に定める施設を除く）を、原則として事

業者に無償で貸与する。提供施設については事業者にて適正に管理すること。なお、その取扱いに

ついては、別添 9「提供施設の取り扱い」による。 

３．残存する備品の取扱い 

事業者は、本業務完了の際、残存する備品で中国地方整備局がその費用を負担したものについて

当該備品を中国地方整備局に引き渡す。ただし、翌年度において当該業務に継続して使用されるも

のについてはこの限りではない。なお、その取扱いについては、別添 10「取得した備品の取扱い」

による。 

残存する備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品の内、原状のま

ま比較的長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が２万円以上のものをいう。また、中国地方

整備局より提供された２万円以下の物品及び委託費で購入した2万円以下の物品については残数を

報告する。 

４．事業者は、国事務所の事務・事業に支障を来たさない範囲において、管理事務所内の施設の管理・

運営業務の実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

５．事業者が持ち込んだ機器・設備等については、国事務所の事務・事業に支障を起こすことのない

よう適切な管理を行うこと。 

６．機器・設備等を持ち込み、電気工事等の措置が必要な場合は、調査職員等の承諾を得た上で実施

することができる。なお、必要な措置をした場合、施設の使用を終了又は中止をした後、直ちに原

状回復をおこない、調査職員等の承諾・確認を得なければならない。 

７．機器・設備等を持ち込む費用、電気工事等の措置等に必要な経費及び持ち込んだ設備・機器等か

ら生じる経費（電気代、コピー代、電話代等）、原状回復に必要な経費は、事業者の負担とする。 

８．自動車維持に必要な車検費、法定点検費及び自賠責保険費は中国地方整備局が負担するが、それ

以外の維持修理費、任意保険及び燃料費は事業者の負担とする。 

 

第３３条 本業務の引継ぎ 

１．事業者は、契約が完了するとき、又は解除になる場合には、調査職員等の立会の下、調査職員等

が指示する者に対し、誠意をもって、円滑に事務の引継ぎを行わなければならない。引継ぎに当た

っては、下記に例示するような必要な資料の作成及び提出を行い、必要な説明等を行うものとする。

ただし、契約が引き続き締結され、当該業務を継続する場合はこの限りではない。 

１）建物や関連設備の鍵の場所、設備・機器等の各種マニュアル等、建物の管理に関する事項。 

２）設備等設置における建物躯体や構造物への影響等に関して留意が必要な事項。 

３）建物や設備、工作物等の老朽化等により、それら使用において、維持修繕上、留意が必要な事

項。 

４）継続的な地域連携イベント等において、運営日時の調整等、主催者や関係団体との連携、協力

すべき事項。 
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５）マスコミ等の連絡方法及び連絡先等、マスコミ等との連携に関する事項。 

６）ボランティアの登録情報、連絡方法及び連絡先等、ボランティアとの連携に関する事項。 

７）年間パスポートの登録情報等、公園利用者の個人情報に関する事項。 

８）芝生、草地等の管理区分図、希少種の生育場所等、植物管理に関する事項。 

９）植物管理等においてボランティア団体と連携して管理を行う箇所等、留意が必要な事項。 

10）遺失物等、通常実施すべき業務において、完了していない事項。 

２．不可抗力その他、中国地方整備局や事業者の責めに帰することができない事由により管理の継続

が困難となった場合は、中国地方整備局と事業者は管理の継続の可否について協議すること。 

３．事業者は、業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）又は、契約が解除されるまでは、

公園維持管理が円滑に実施されるよう業務実施体制（本共通仕様書第 14 条）を維持すること。 

４．履行期限後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵等が明らかな場合は、

その費用は事業者が負担する。 

５．新たな事業者に対し、平成 25 年 1 月から 3 月まで準備室を貸与する。準備室では、本業務に

関する準備を行うものとし、準備室における光熱水費は中国地方整備局が負担する 

  なお、準備室の場所は別添 11｢準備室位置図｣を予定している。 

 

第３４条 情報公開 

事業者は、文書の開示等の情報公開については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平

成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）の規定に準じて取り扱うものとする。この場合、調査職員等と協議す

ること。 

 

第３５条 調査等への対応 

事業者は、中国地方整備局が実施する事業者に対する立ち入り検査、指示等監督・検査に対して、誠

意を持って対応すること。 

 

第３６条 会計検査への対応 

 事業者は、会計検査院法第２２条に該当するとき、または同法第２３条第１項第７号に規定する「事

務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第２５条及び第２６条

により、会計検査院の検査を受けたり、同院から直接又は中国地方整備局を通じて、資料・報告書等の

提出を求められたり質問を受けたりすることがある。 

 

第３７条 愛称の使用 

 共同体で本事業を実施する場合、園内看板やチラシ等において、愛称を設定の上使用することができ

る。 

 

第３８条 服装・車両運行等 

１．スタッフの服装、作業機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージア

ップに心掛けるものとする。 

２．業務責任者を含めた全てのスタッフについて、国事務所の指定する名札を作成し着用すること。 
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名札については、別添 12｢国営備北丘陵公園業務等入園取扱要領｣によるものとする。 

３．貸与車両及び持込み車両の運行については、別添 13｢国営備北丘陵公園園内車両入園規則｣に基づ

き、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・運転態度等に努めるとともに、国事

務所発行の車両運転許可証を前面に提示し走行するものとする。なお、園内の車両通行に当たって

は 20km／以下に努めるものとする。 

４．作業にかかる車両の持込みは最小限にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員の配置やバリケード等の安全措置を行うとともに、作業後は公園利用者の迷惑とならない場所へ

速やかに移動するものとする。 

５．取材、行催事、ボランティア活動、工事、納品等通常の公園利用と異なる目的で園内に入園させ

る場合、別添 12｢国営備北丘陵公園業務等入園取扱要領｣により対応するとともに、公園利用者の安

全と快適な利用を確保し、事故を未然に防止し公園施設の保全に努めること。 
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第７章 コンプライアンス 

第３９条 守秘 

１．事業者は、業務上知りえた秘密については、第三者へ漏らしてはならない。 

２．中国地方整備局情報セキュリティポリシーに準拠し、情報管理を適切に行うこと。 

３．事業者、若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は、業務上知り

得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、

公共サービス改革法第５４条により罰則の適用がある。 
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第８章 個人情報の取扱いについて 

第４０条 基本的事項 

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理するための個人情報の取扱

いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）第６条第２項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、

改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

第４１条 秘密の保持 

事業者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

第４２条 取得の制限 

事業者は、本業務における事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対

し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ

公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

 

第４３条 利用及び提供の制限 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための利用

目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

 

第４４条 複写等の禁止 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するために発注

者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

第４５条 再委託の禁止 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための個人

情報については自ら取扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。 

 

第４６条 事案発生時における報告 

事業者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速

やかに調査職員等に報告し、調査職員等の指示に従うものとする。本業務にかかる契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

 

第４７条 資料等の返却等 

事業者は、本業務における事務を処理するために調査職員等から貸与され、又は事業者が収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本業務にかかる契約の終了後又は解除後速やかに調査

職員等に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、調査職員等が、廃棄又は消去など別の方法

を指示したときは、当該指示に従うものとする。 
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第４８条 管理の確認等 

中国地方整備局は、事業者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、

必要と認めるときは、事業者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することがで

きる。 

 

第４９条 管理体制の整備 

事業者は、本業務における事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め

なければならない。 

 

第５０条 従事者への周知 

事業者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務における事務に関して知り得た個人情

報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に

関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

第５１条 罰則 

事業者は、正当な理由無く、又は不正な利益を図る目的で個人情報を提供したり、登用した場合は、

法律に基づき罰則が科せられる。 
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第１編 本業務全体の企画立案及びマネジメント業務 

第１章 総則 

第１条 適用 

本個別仕様書は、H25-27 国営備北丘陵公園運営維持管理業務のうち、本業務全体の企画立案及びマ

ネジメント業務に適用する。 

 

第２条 事業者の責務 

 事業者は、本業務全般について企画立案を行い、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の

もとで、多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつつ実施し

なければならない。 

 

第３条 基本事項 

１．本業務は、企画立案及びマネジメントを総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本個別仕様書及び共通仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適な

サービスに努めるとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行

うものとする。なお、本個別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、

その都度、調査職員等と協議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、

実施することとする。 
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第２章 業務の企画立案及びマネジメント業務 

第４条 管理水準 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、企

画運営管理、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について総合的な調整のも

と相互連携を保ちつつ、適切な進捗管理を行うとともに、入園料等の徴収事務、中国地方整備局の実施

する整備・修繕工事における実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円滑に行わ

れるための諸業務を行う。 

また、公園の入園料等は、国の収入となることに留意し、事業者は、これらの徴収事務を別に定める

手続き等に沿って安全、適切に行うこと。 

 

第５条 業務の企画立案 

本公園の業務全般について、公園利用者に対するサービス向上を目指し、多岐にわたる各業務を円滑

かつ効率的に実施するため、総合的な視点から運営維持管理全般の目標をさだめるとともに企画立案を

行うものとする。 

 

第６条 マネジメント業務 

１．別紙 4「国営備北丘陵公園運営維持管理基本方針（案）」をふまえ、統一的な方針のもと、公園

利用者に対するサービス水準を維持向上するため、多岐にわたる各業務について業務全般を俯瞰

的に監理するものとする。 

業務全般の監理にあたっては、適宜、各業務における総合的な連携調整をはじめ、実施方法の決

定及び各業務の適切な進捗管理など、総合的な視点から国営備北丘陵公園の運営維持管理全般の

マネジメントを行うものとする。 

２．国事務所が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パトロール、消防訓練、

行催事、要人案内、公園に関する会議、監査・検査、視察、式典等）への参加・協力・実施を、

積極的かつ主体的に行う。 

３．収益施設等管理運営業務や、他の業務と連携しながら創意工夫やノウハウを発揮し、質の高いサ

ービスの提供が行えるよう調整を行うこと。 

４．毎日、公園利用者数を計測し、調査職員等に報告すること。利用者数の計測は、別紙 12｢公園利

用者数｣を参照とすること。 

 

第７条 入園料等の徴収 

１．事業者は、中入口センターエリア、北入口センターエリアの各ゲート並びに中入口ビジターセン

ター及び必要に応じ調査職員等の指定する場所において、券売機を管理及び必要な消耗品の供給

をし、自動販売に係る入園券の作成及び販売をするとともに、入場ゲートにて入園料金の徴収、

レシートの発行を行うことで、所定の入園料金を徴収するものとする。その際、つり銭、両替金

を準備し、補充すること。 

また、備北オートビレッジで徴収する入園料については、収益施設等管理運営業務者と調整の上

適切に徴収、管理を行うこと。 

２．事業者は、中入口センターエリア・ビジターセンター、つどいの里・クラブハウス、備北オート
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ビレッジ管理センター及び必要に応じ調査職員等の指定する場所において、年間パスポートの発

売、所定の料金を徴収するものとする。その際、つり銭、両替金を準備し、補充すること。また、

発行に時間を要する場合は、引換券を渡す等、適切な措置を講じるものとする。なお、入園券を

購入した公園利用者に対して、年間パスポートの販売を行う場合は、上記箇所において差額販売

を行うこと。 

３．年間パスポート購入者の登録情報は、関係法令及び共通仕様書第８章に定める「個人情報の取扱

いについて」に基づき、適切に管理すること。 

４．年間パスポート購入者が、年間パスポートを不携帯の場合は、別途入園料の徴収は行わず、氏名

等を登録情報と照合し、本人であることを確認した上で入園させる等、適切な措置を講じること。 

５．シルバー券の利用者に対しては年齢を確認した上で入園させる等、適切な措置を講じること。 

６．事業者は、手売り入園券を作成する場合は、中国地方整備局の指示により作成し、中国地方整備

局長の承諾を得た上でこれを販売するまでの間保管する。 

７．事業者は、毎月 15 日及び月末日までの徴収済みの入園料を集計し、徴収済みを証する書類を添

えて調査職員等に書面により提出し、中国地方整備局の所属歳入徴収官の発行する納入告知書に

より国庫に納入しなければならない。 

８．国庫に納入する入園料は、事業者の他の口座とは別の口座（入園料の専用口座）で管理を行うこ

ととし、公園利用者数、日々の売り上げた券及び入園料は、毎日、集金及び集計し、他の経理区分

と分けて帳簿等に記入し、管理すること。なお、入園料を徴収した後、国庫に納入するまでの間

の管理責任は事業者にあるものとする。 

９．入園料と駐車料金等その他の料金を同時に徴収する場合、入園料については前項に掲げる事項に

基づき適切に管理するとともに、入園料徴収業務と駐車料金等徴収業務の作業分担を把握し各業

務に要する費用について適切にアロケを行うこと。なお、アロケの割合については、事前に調査

職員等の確認を得ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業者の銀行口座で発生する利息については、年 2 回事業者から国に報告し、⑤～⑨の手続きを行う。 

 

第８条 その他国庫に納入する収入 

事業者は、前条の入園料等の徴収に付随して発生する収入が発生したときに、その内容を証する書類

事業者 

①入園券の販売 

②入園料金の集計（毎日） 

③銀行口座へ預金 

国事務所 

⑤報告書と預金通帳の照合 

⑥債権発生通知書の作成 

 

④報告（徴収済み証明

書面添付 

⑦納入通知書の発行 

⑧納入額の納付 

国庫（日銀代理店） 

⑨領収済通知書

の送付 
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を添えて調査職員等に書面により報告し、国の発行する納入告知書により国庫に納入しなければならな

い。なお、その他の収入が発生した後、国庫に納入するまでの間の管理責任は事業者にあるものとする。 

 

第９条 保険の加入 

万一の事故に備えて、動産総合保険（入園料の保管・輸送を対象）に加入すること。 

 

第１０条 その他 

 この仕様書によるほか、本業務全体の企画立案及びマネジメント業務の実施にあたり必要な事項は、

調査職員等と協議の上定めることとする。 
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第２編 企画広報 

第１章 行催事企画運営 

第１１条 目的 

事業者は、公園利用の増進に加え、公共施設としての公園の目的・機能を発揮するために行われる利

用プログラム及びイベント・行事から構成される行催事について、企画立案、開催・運営等の一連の作

業をノウハウや創意工夫を発揮して行うものとする。 

行催事とは、公園の施設を活用し、公園利用者に対するサービス水準の向上の一貫として通年的に提

供されるサービスと、公園の周知や利用促進のため、公園利用者の利用のきっかけを提供する定期及び

不定期のサービスがある。 

また、上記行催事のほか、中国地方整備局長の許可を受けて独立採算により開催する行催事について

は自主事業として取扱う。（別紙９国営備北丘陵公園運営維持管理業務 収益施設等管理運営規定書参

照） 

なお、第３者が行う行催事等の行為については、本仕様書第 17 条行為の許可申請の調整等により、

適切に対応すること。 

 

第１２条 管理水準 

事業者は、別添 14｢行催事について｣の内容及び公園利用者のニーズ等を踏まえつつ、適切な利用プロ

グラム、行催事を実施し、公園の利用促進及び本公園の設置目的の向上に寄与するものとする。 

 

第１３条 年間計画の作成 

事業者は、現地及び企画内容を十分に検討し、年間行催事計画を作成し、業務計画書に合わせて提出

すること。なお、作成に当たっては、調査職員等と事前に調整するものとする。 

 

第１４条 行催事の企画立案 

１．事業者は、行催事を円滑に実施するために、開催目的、現地、手順、内容、工程、実施体制、開

催効果、予算書等について企画立案し、その内容について調査職員等と密接に連絡調整するもの

とする。 

２．事業者は、行催事の企画立案にあたっては、地域の活性化等にも寄与するように、地元における

公共団体、各種団休、企業、マスコミ、市民等との連携を積極的に推進すること。 

３．事業者は、学校等団体利用や持ち込みの行催事の積極的な誘致を図るとともに、これらの利用が

一般客の利用や安全に支障が生じないように十分に調整を図って対応すること｡ 

 

第１５条 行催事の開催・運営 

行催事の目的に沿って、その効果が十分に発揮されるよう、入念な事前準備を行った上で、公園利用

者のサービスや満足度の向上に寄与する行催事の開催・運営を行うものとする。 

また、行催事の開催にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。 

１） 官公署への連絡、届出 

行催事の開催にあたり、必要に応じ警察・消防等行政機関との協議のほか、許認可の必要な事

項について手続きが欠落しないよう注意する。 
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２） 事故防止対策 

参加者の誘導整理、救護、緊急連絡など、事故防止対策には特に注意する。 

また、大型の行催事の開催時には、必要に応じて、物的措置及び専門の警備員の配置も含め

た措置を講じ、安全確保に努めるものとする。 

なお、けが人、病人などが発生した場合は、適切に対処し、調査職員等に報告すること。 

３） 災害発生時の対応 

台風、豪雨、雷等の災害発生時は、迅速に必要な人員を確保し、行催事の開催の可否の判断

を行うとともに、行催事の参加者を安全な場所に誘導する等、適切な措置・対応を行うこと。 

４） 保険の付保及び事故の補償 

参加者の不慮の事故に備え、必要な場合には損害保険に加入する。 

５） 地域連携の継承 

地元公共団体や各関係機関と実行委員会等の形式により連携して実施している行催事につ

いては、できる限り継続して連携を図っていくこととする。 

 

第１６条 提出書類 

事業者は、別添 14｢行催事について｣に示す大型主催イベント及び地域連携イベントについては、別添

15「春まつり実施計画書（記載例）」に例示する実施計画書を参考に個別行催事の実施計画書を作成し、

準備作業開始の 1 週間前までに調査職員等と協議するものとする。 

 

第１７条 行為の許可申請の調整等 

主催以外で、都市公園法第 12 条に基づき第 3 者が本公園内で実施を希望する行催事（競技会、集会、

ロケーション、展示会、その他。以下、「持込イベント」という。）の開催に際しては、下記フローに従

い適切に対応するとともに、以下の点に留意すること。 

都市公園法第 12 条及び 6 条の申請様式及びチェックリストは、別添 16｢都市公園占用等申請書｣に示

すとおりである。 

１）事業者は、公園利用者からの持込イベントの相談窓口として、日時、規模、内容、建物使用料

及び土地使用料が発生するかどうか等を確認・調整するとともに、調査職員等が報告を求めた

場合は報告すること。 

２）他の利用形態等との調整を経て、持込イベントについて事業者と調査職員等で確認・調整する

ものとする。 

３）持込みイベントの主催者側から、事業者を通じ中国地方整備局に対し必要書類の提出を受ける

ものとする。 

４）国事務所において都市公園法等に基づく許認可と、建物使用料及び土地使用料の徴収などの事

務を行う。 

５）事業者は、イベント開催時に実際に占用が発生したかどうかを確認し、調査職員等に報告する

ものとする。 
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＜都市公園法第１２条に基づく行為の許可に関する手続きフロー＞ 

 

 

 

＜都市公園法第６条に基づく占用の許可に関する手続きフロー＞ 
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第１８条 その他 

１．行催事開催の前に、園内の施設工作物及び樹木等を損傷しないように注意し、必要な養生を行う

こと。また、行催事終了後は、養生材や工具の撤去、床、壁、機器、開催場所周辺を清掃するこ

と。 

２．行催事の実施に際しては、園内の施設工作物及び樹木等を損傷しないように注意すること。また、

行催事の実施中は、服装、言動等に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意すること。 

３．行催事の実施に必要な仮設物の準備、撤去等に当たっては、安全管理に十分注意し施工する。 

４．行催事の実施場所については、公園利用者の安全誘導、公園の美観確保の観点から、公園利用重

点調整区域（別添 17「公園利用重点調整区域図」参照）または、他の公園利用者の活動を阻害す

る恐れのある場所での実施を原則として認めない。 

５．本仕様書に定める行催事の実施に当たり、必要な原材料費等相当程度の参加費を、参加者より徴

収することは妨げない。但し、実施に当たっては、調査職員等に事前に承諾を得た上で、実施す

るものとし、その徴収額と経費については、本業務委託の会計とは別に帳簿等を取りまとめ、各

年度終了毎に調査職員等に報告するものとする。 

 

- 別紙 52 -



9 

 

第２章 公園ボランティア活動の支援・調整 

第１９条 管理水準 

市民のボランティア活動を促進するため、事業者が既存のボランティア活動の実態を把握し、ボラン

ティアとの連携を図り、ボランティアが円滑に活動できるよう側面的に支援するとともに、活動の調整

を行うものとする。 

 

第２０条 ボランティア活動の内容 

ボランティアの活動の内容は以下の表のとおりである。（別添 18「ボランティア活動規約・活動内容」

参照） 

ボランティア名 活動内容 登録者数 

ひばの里友の会遊びの学校運

営ボランティア 

手作り体験教室イベント『遊びの学校』の作り方の補助を行う。 13 名 

キャンプリーダー オートビレッジにおいて、公園利用者のアウトドア活動のサポート及びキ

ャンプ場の運営管理業務の補助を行う。また、週末やゴールデンウィーク、

お盆期間のイベントやキャンプファイヤーの実施の補助を行う。 

25 名 

しょうばら花会議 庄原市内の緑化活動の一環として、公園内の花修景作業を行う。 40 名 

なお、キャンプリーダーについては、収益施設等管理運営業務で対応すること。 

 

第２１条 新たなボランティア活動の実施に関わる規約案の作成 

前条以外に新たにボランティア活動を行う場合には、事業者は、本公園において、活動を希望する個

人または団体を対象とした公園ボランティア規約案を作成し、調査職員等と協議するとともに、積極的

なボランティア団体の公募及び連携に努めるものとする。 

 

第２２条 調査職員等との協議等 

１．事業者は、公募により組織されたボランティア団体については、別添 18 に示す各ボランティア

団体規約等に基づき、ボランティアの募集及び窓口、調整等の業務を行うものとする。 

２．事業者は、別添 18 に示す各ボランティア団体規定等に基づき、調査職員等と協議の上、ボラン

ティアの登録、個人情報の管理、年間活動計画の調整・策定等を行うこと。 

 

第２３条 ボランティア登録の抹消 

国事務所は、次の各号に該当する事実が発生した場合は、登録を抹消することができる。その際、事

業者は、ボランティア登録の抹消に関する窓口業務や連絡、調整等を行うものとする。 

１）登録者より登録取消しの申出があったとき 

２）登録者の所在が不明となり、連絡不能となったとき 

３）登録者がボランティアとして不適格であると認められるとき  

 

第２４条 中国地方整備局等の支援内容 

国事務所は、状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うことができるものとする。 

１）駐車料、入園料等の免除 
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２）その他、ボランティア活動の実施に必要であると考えられる支援 

 

第２５条 活動報告 

 事業者は、ボランティア活動をとりまとめ、各年度末終了毎に調査職員等に提出すること。 
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第３章 広報 

第２６条 管理水準 

公園の利用促進や適正な利用の確保のため、ホームページの維持・更新や園内マップの作成・配布等、

各種広報を適切に行う。 

 

第２７条 年間広報計画の作成 

事業者は、ポスター、チラシ等の広報の展開に関する年間広報計画を作成し、業務計画書と合わせ提

出すること。なお、作成に当たっては、事前に調査職員等と調整すること。 

 

第２８条 ポスター、チラシ等作成 

事業者は、年間広報計画に基づき、ポスター、チラシ、パンフレット等を作成し、園内で配布や掲示

等を行うものとする。 

 

第２９条 情報提供 

１．事業者は、本公園の自然や施設等の資源や行催事等について、ダイレクトメールによる広報活動

や、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞等の各種媒体や記者クラブへの情報提供を行う。 

２．別添 14｢行催事について｣に記載した大型主催イベントのうち、春まつり、秋まつり、ウインター

イルミネーションについては、報道各社（三次記者クラブ）を対象にした事前説明会を、国事務

所と合同で開催すること。 

 

第３０条 広報に係る素材等 

１．事業者は、本公園のロゴ（名称）及びホームページアドレス等を入れた広告媒体を、調査職員等

と協議の上、作成することができる。 

本公園のロゴ（名称）等は別添 19「グラフィックマニュアル」に従って使用するものとする。 

なお、本業務の成果及び本業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権及び実用新

案権等の無体財産については、中国地方整備局が継承するものとする。 

２．事業者は、国事務所から提供したパンフレット等の電子媒体を、調査職員等と協議の上、使用す

ることができる。なお、提供した電子媒体について修正等を行った場合は、契約の終了後又は解

除後、速やかに修正した電子媒体を国事務所に提出することとする。 

３．事業者は、情報（掲載する文書、図画、写真及び音楽など）における著作権等の知的所有権に配

慮し、他人が知的所有権を有する情報を広報活動に使用する場合は、事前に知的所有権の使用者

の許諾を得ることとする。 

 

第３１条 取材・視察等への対応 

１．テレビ局・新聞社等からの取材等及び行政機関等からの視察について、適切に対応・協力を行う

ものとし、取材を受けた場合、放送・掲載予定日等を調査職員等に報告すること。 

２．行政機関等からの視察については、その公益性等について調査職員等が判断するので、連絡があ

った場合調査職員等に報告すること。 
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第３２条 公開場所 

ホームページによる情報発信は、公園の公的名称を使用し、原則として調査職員等が指定するレンタ

ルサーバーに格納して公開することとし、レンタルサーバー管理会社にサーバー維持管理費を支払うも

のとする。 

 

第３３条 ホームページによる情報発信 

１．事業者は、本公園ホームページ上で発信する情報について共通仕様書第８章に定める「個人情報

の取扱いについて」及び中国地方整備局情報セキュリティポリシーに基づいた適正な内容である

ことを事前に確認することとする。 

２．ネットワークのシステム管理者は、情報（掲載する文書、図画、写真及び音楽など）における著

作権等の知的所有権に配慮することとする。 

３．他人の著作物を本公園ホームページに掲載する場合には、事前に著作権者の許諾を得ることとす

る。 

４．本公園ホームページは原則として一つとし、収益施設や行催事等で作成したホームページは公園

ホームページよりアクセスできるようリンクをはるものとする。ただし、それによりがたい場合

は、別途協議によるものとする。 

 

第３４条 掲載情報の更新・修正・訂正 

１．事業者は、本公園ホームページについて、施設情報や行催事・草花等、随時更新される公園情報

についてホームページデータを作成し、サーバーデータの更新を行うものとする。なお、本業務

の成果及び本業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権及び実用新案権等の無体

財産については、中国地方整備局が継承するものとする。 

２．事業者は、個人に関する掲載情報について、本人又は保護者から内容の訂正又は削除の要請を受

け、必要と認めた場合には、訂正等の措置をとることとする。 

３．事業者は、本公園ホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページを発見した場合

には、訂正等必要な措置を求めることとする。 

４．事業者は、本公園ホームページの情報が常に最新のものとなるよう適宜更新に努めるものとする。 

 

第３５条 その他 

１．事業者やその関係者が私的に作成・開設するホームページ（及びブログ、プロフ、SNS を含む）

は、本公園ホームページであるとの誤解を与えないよう配慮するとともに、職務上知り得た情報

を掲載しないこととする。 

２．事業者は、月 1 回アクセス解析を行い、その結果を調査職員等に報告する。 

３．事業者は、テレビ、ラジオ、新聞、書籍、雑誌、情報誌、ウエブ等の広報媒体を注視し、本公園

の記事が掲載された場合は、媒体、掲載日、記事内容を整理し月毎に調査職員等に報告するもの

とする。（様式は任意） 

４．この仕様書によるもののほか、本公園ホームページの運用に関し必要な事項は、事業者が調査職

員等と協議の上定めることとする。 
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第３編 利用サービス等 

第１章 公園利用者への利用指導 

第３６条 管理水準 

事業者は、健全な公園利用の増進を図ることともに、安全快適な利用のため、利用上の注意などの公

園利用者への利用指導、電話対応、園内放送、障害者・高齢者等の公園利用者の補助、各種掲示物の管

理、見学者等の対応等、公園利用者への利用サービスに関する業務全般を行う。 

 

第３７条 公園利用者への利用指導 

１．事業者は、別添 20｢国営備北丘陵公園利用指導・利用サービスマニュアル（案）｣を参照に、公園

利用者への適切な利用指導と快適な利用サービスの提供に努めるものとする。 

２．公園利用者に受付であることが容易に理解されるよう必要な表示や案内を行うこと。 

３．事業者は、公園利用者への利用指導及び利用サービスのために必要な人員数を各所に適宜配置す

ること。 

４．遊具が正しく利用されているか、監視及び遊具周辺の巡視を行うこと。 

５．自転車利用者がサイクリングコース外を走行していないか、また歩行者がサイクリングコース内

に立ち入っていないか、監視及び利用指導を行うこと。 

６．公園規則から逸脱している者、他の公園利用者に著しく迷惑をかける者等については、統括責任

者が退園を命じることができるものとする。 

７．ペット同伴者のマナー遵守や他の公園利用者とのトラブルが発生しないよう、ペット同伴者の注

意事項の配布や適切な掲示、利用指導、ペット持込における利用指導等を適切に行うこと。 

８．多くの公園利用者数が予想される場合は、利用指導を行う等、公園利用者の安全を確保するとと

もに、事故を未然に防止するように努めること。 
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第２章 公園利用者へのサービス業務 

第３８条 管理水準 

１．公園利用者に直接接する業務であり、公園利用者が快適に楽しめるよう心がけ、不快と感じさせ

るような行動、言動、身なりをしてはならない。 

２．業務遂行に当たっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利あるいは不

利な扱いとならないようにすること。 

 

第３９条 公園利用者等への利用案内 

１．事業者は、別添 20｢国営備北丘陵公園利用指導・利用サービスマニュアル（案）｣を参照に、公園

利用者への適切な利用指導と快適な利用サービスの提供に努めるものとする。 

２．園内の概要、見頃の花や開催するイベント等の基本情報を収集し、案内所にて公園利用者の問い

合わせに対応すること。また、電話及びメール等での問い合わせに対しても同様に対応すること。

なお、必要に応じて各部署に確認又は引き継ぐこととする。 

３．事業者は、公園利用者への利用指導及び利用サービスのために必要な人員数を各所に適宜配置す

ること。 

４．公園利用者等の苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録するとともに、必要に

応じ適宜調査職員等に報告すること。各年度の業務完了時には、その結果を提出すること。 

５．園内での迷子、呼び出し、イベント告知等の園内放送を行うこと。 

６．園内ガイドマップや行催事のチラシ等を公園利用者に適切に配布すること。 

７．園内掲示板、掲示物を適切に管理すること。 

８．障害者及び高齢者等の補助を行うこと。 

９．公園利用者の利便性向上のために車椅子、電動スクーター、乳母車、荷物用カート、傘等の貸出

しを行うこと。（別紙 29「公園利用者に無償で貸与している物品一覧」参照） 

 

第４０条 団体利用調整 

１．団体での公園利用者の誘導、バス等車両の停車場所への誘導を行うものとする。 

２．団体での広場使用や体験プログラムの利用等について、調整を行うものとする。 

３．雨天時には、団体利用の適切な誘導や集合、休憩場所の確保、利用内容やスケジュールの変更へ

の助言等支援を行う。団体の休憩所として中入口センターエリア・ビジターセンター２Ｆを積極

的に活用すること。 

なお、詳細は別添 20｢国営備北丘陵公園利用指導・利用サービスマニュアル（案）｣を参照とする

こと。 

 

第４１条 拾得物、残置物の処理 

１．事業者は、公園内で遺失物を発見した場合は、遺失物法に従い適正に処理すること。 

２．事業者は、拾得物の台帳を作成し、原則として所轄の警察に届けることとする。 

３．事業者と契約した者及び従業員等が、公園内において他人の紛失した物件を拾得した時は、速や

かに事業者に届けるように指導すること。 

４．事業者と契約した者及び従業員等は、遺失物法に規定する報労金は受け取る権利及び一切の権利
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を放棄すること。 

５．拾得物に当たらない残置物を発見した場合には、その処分方法等について調査職員等と協議する

こと。 

 

第４２条 シルバーカー 

１．事業者は、高齢者や障害者等に対応する公園内の移動を補助するシルバーカーを運行させ、公園

利用者のサービスに寄与するものとする。 

２．事業者は、シルバーカーの運行に当たっては別添 21｢シルバーカー運行計画｣を準拠するものとし、

運行計画等を変更する場合は調査職員等と協議するものとする。 

３．事業者は、公園利用者の安全に万全の注意を払い、運行するものとする。 

４．事業者は、車両の保守・点検及び修繕を適切に行い、安全管理の徹底に努めること。なお、大規

模な修繕を要する場合は、調査職員等と協議すること。 

５．国が貸与するシルバーカーと同様の機能を有する別車両を持ち込んで運行することを妨げるもの

ではなく、その場合は調査職員等と協議すること。 
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 第３章 園内巡視 

第４３条 管理水準 

公園利用者の安全利用の確保、公園利用者への利用サービス及び公園施設の点検確認を行うため定

期的に園内巡視を実施する。また、災害事故等不慮の事態に備え、緊急の処置を取る。 

 

第４４条 巡視業務の実施 

１．事業者は、適正な巡視業務を実施するため、別添 22｢国営備北丘陵公園巡視計画（案）｣に基づき

巡視計画書を作成し、業務計画書と合わせて提出すること。 

２．巡視業務には、通常巡視、繁忙日巡視、休園日巡視、異常時巡視、囲障巡視、水遊び施設巡視が

ある。 

３．巡視員は、巡視計画書及び次の各号に掲げる要領にて巡視業務を行うものとする。 

１）通常巡視ルートは、別添 22「国営備北丘陵公園巡視計画（案）｣に準拠するが、天候、利用状

況、工事等その他状況に応じ、柔軟に園内を巡視するものとする。 

２）巡視員は、公園利用者に対して不快感等を与えないよう常に親切丁寧に接するものとする。 

３）巡視員は、小規模な修理用具並びに救急箱を携帯し、必要に応じて処置するものとする。 

４）巡視員は、都市公園法第 11 条、第 12 条及び都市公園法施行令第 18 条、第 19 条に定める違

反行為を発見した場合には適切な指導をするものとする。 

 

第４５条 通常巡視 

通常巡視は、繁忙期及び異常時以外の状態において、次の各号に掲げる事項に留意し点検確認、利用

指導及び作業を行うものとする。巡視回数及び内容は、別添 22｢国営備北丘陵公園巡視計画（案）｣に準

拠すること。 

１）公園の開園、閉園時における休憩所及びトイレ等施設の解錠または施錠。 

２）園内における公園利用者（車両等含む）への案内・誘導・整理及び利用指導。 

３）公園利用者の危険箇所への立入り及び危険な行為に対する制止及び安全指導。 

４）迷子、負傷者、病人等の発見又は届出を受けた場合には、緊急連絡体制に基づき速やかに適切な

処置と報告。 

５）事件、事故または災害等が発生した場合の適切な処置と報告。 

６）園内不審物の有無の確認。 

７）拾得物を発見した場合の速やかな報告及び拾得物預かり書の作成。 

８）植物、施設及び清掃状況等の点検。 

(1) 樹木、芝生、草花等の生育状況及び池や流水等の修景施設の異常の有無。 

(2) 園路、広場等の路面、路側、法面、護岸、排水桝、橋梁、階段、建物その他構造物等の異常の

有無。 

(3) 門扉、案内標識、ベンチ等休憩施設、便所、くずかご、灰皿、水のみ場、遊具施設等の異常の

有無。 

(4) 電気、放送、給排水設備等の異常の有無。 

(5) 清掃の状況。 

(6) 落石、災害、事故、倒木、落枝等不測の事態発生の有無。 
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９）緊急車両の誘導（救急車、消防車、パトカー等）。 

10）迷子や近隣の行方不明者等に関する警察からの協力要請があった場合、その要請に対応した園内

巡視と報告、関係者への連絡。 

 

第４６条 繁忙日巡視 

繁忙日巡視は、行催事の実施計画や過年度の公園利用者数の状況から事前に多くの公園利用者が予想

される日において、適切な人員配置を行い、公園利用者（車両等含む）への案内・誘導・整理及び利用

指導等の巡視を行うものとする。 

 

第４７条 休園日巡視 

休園日巡視は、休園日において、園内全体の見回りを行い、不法侵入者の取締り、事故及び災害の予

防並びに管理棟、売店等の施設内、器物の盗難防止の措置を行うものとする。 

 

第４８条 異常時巡視 

異常時巡視は、園内で災害が発生した場合又はその恐れがある場合の園内の異常及び利用障害等に対

して適切な措置を講じるため、次の各号に掲げる事項について、巡視を行うものとする。 

１）園内の被害状況 

２）利用障害等の状況 

 

第４９条 囲障巡視 

囲障巡視は、公園の外周に設置している外周柵について、転倒、損傷等の異常がないか原則年１回程

度確認を行うものとする。 

 

第５０条 水遊び施設巡視 

園内にある水遊び施設（じゃぶじゃぶ池、ビックリシャワー、虹のなる木）の開業期間中における利

用指導、幼児・児童等の安全指導並びに必要に応じて監視を行うものとする。 

 

第５１条 管理事務所内警備 

１．事業者は、警備装置が常に正常な機能を維持しているか確認すること。また、機械警備の異常を

発見した場合には、調査職員等に報告するものとする。管理事務所の保守契約については、国事

務所が実施するが、中入口センターエリア・ビジターセンターの保守契約は事業者が別途行うも

のとする。但し、適切な保守管理が可能であれば必須ではない。 

２．事業者は、警備装置が異常を感知した場合は、該当場所の異常の有無を確認し、異常を発見した

ときは適切な措置を講ずるとともに、調査職員等に報告するものとする。 

 

第５２条 報告等 

巡視員は点検実施後、巡視の結果を毎日巡視報告書（写真含む。任意様式）に記録し、調査職員等が

報告を求めた場合提出するものとする。 

また、重大な事件・事故または災害等が発生した場合には、遅滞なく調査職員等に報告し指示を受け
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るものとする。 

巡視に伴う打合せを実施した場合は、その打合せ終了後、速やかに業務打合せ簿を作成するとともに、

その他調査職員等が指示する書類もあわせて作成する。 
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第４章 繁忙日対応 

第５３条 管理水準 

繁忙日において、クレーム等の発生がなく、公園利用者が安全・快適に利用できるよう、事前準備を

十分に行い、適切な運営体制や臨時施設等の準備・管理を行う。 

 

第５４条 事前準備 

行催事の実施計画や過年度の公園利用者数の状況を把握し、事前に繁忙日や公園利用者数を予想し、

繁忙日対応のため、調査職員等や関係者との協議・調整も含めた事前準備を行う。 

 

第５５条 繁忙日に対応した運営体制の補強 

繁忙日が予想される場合は、巡視・警備や案内・誘導、入園料徴収等が円滑に行われるよう、公園利

用者数を想定し、適切に人員配置を行う。 

１）入園ゲート周辺及び各園路の巡回、公園利用者（車両等含む）への案内・誘導・整理及び利用指

導を行う巡視・警備員や入園料徴収等の人材を適切に配置する。 

２）公園利用者の安全確保に向けて、公園利用者間のトラブル、迷子等の対応、園内案内放送等に適

切かつ迅速に対処するための情報伝達、対応方針決定手続き等の流れを作成し、その体制を整え

る。 

 

第５６条 臨時施設等の設置・管理 

１）公園利用者数等を想定し、臨時駐車場が必要と判断される場合は、収益施設等運営業務責任者へ

連絡し、その対応を調整すること。 

２）必要に応じトイレやごみ箱等の臨時設置を行うとともに、常に美観を保ち、公園利用者が快適に

使えるよう、利用状況に応じて清掃や塵芥収集を行うとともに、仮設トイレ等においては、利用

状況を確認の上、水の補給を行う。 

３）公園利用者数を想定し、園内を円滑に移動するための巡回バスを配置し、各駐車場等を適切に連

絡するものとする。 
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第５章 グラウンド・ゴルフ 

第５７条 管理水準 

事業者は、つどいの里内にあるグラウンド・ゴルフコースの管理運営を適切に行い、公園利用者へ

の快適なサービスの提供及び安全確保に努めるものとする。 

 

第５８条 業務内容 

１．事業者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）グラウンド・ゴルフコース利用に伴う受付・調整に関すること。 

２）グラウンド・ゴルフコース利用料金、クラブ・ボール貸出料金の徴収に関すること。 

３）クラブ・ボール補償金の徴収、保管、返却に関すること。 

４）継続的に開催されているグラウンド・ゴルフ大会を、関係者等と協力し、継続して適切に開催

すること。 

５）グラウンド・ゴルフコースの利用に伴う苦情処理に関すること。 

６）グラウンド・ゴルフコースの運営に必要な施設・用具等の管理・維持に関すること。 

７）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

２．運営対象施設 

 

 

 

３．運営日時・利用時間 

 

期間 受付時間 利用時間（開園時間） 

春（3 月 1 日～6 月 30 日） 9:30～15:00 9:30～17:00 

夏（7 月 1 日～8 月 31 日） 9:30～16:00 9:30～18:00 

秋（9 月 1 日～10 月 31 日） 9:30～15:00 9:30～17:00 

冬（11 月 1 日～2 月末日） 9:30～14:30 9:30～16:30 

   ※但し、管理運営上の支障があると判断される場合はその利用を中止することができる。 

 

第５９条 利用料金等 

グラウンド・ゴルフコースの利用に当たっては、スタートマット、ボールポスト、クラブ、ボール、

等の購入及び補修にかかる実費相当分として以下の使用料を限度に料金を徴収することができる。 

クラブ・ボール補償金は用具に異常がなければ返却すること。 

 

《参 考》 

内容 料金 

コース利用料金 100 円 

クラブ・ボール貸出料金 100 円 

クラブ・ボール補償金 500 円 

 

 

施設名称 営業場所 

グラウンド・ゴルフコース ４コース・３２ホール 
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第６０条 利用指導等 

事業者は、グラウンド・ゴルフコースを使用しようとする者に対して、次の各号に掲げる事項を始

めとして施設利用者の安全確保上必要な事項を遵守するよう指導するものとする。 

１）他の利用客がコース内に入っている場合は、打つ前に声をかけてお互いに注意すること。 

２）運動にふさわしい靴を使用すること。 

３）コース内での飲食、喫煙は行わないこと。 

４）コース内を逆行したり、同じホールを再度プレーしたり、コース内での練習を行わないこと。 

５）前の組の全員がプレーを終えるまで、そのホールでのプレーはスタートしないこと。 

６）雷接近情報が発令された場はプレーを中断し、すみやかにクラブハウスに避難すること。 
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第１編 総則 

第 1条 適用 

本編個別仕様書は、H25-27 国営備北丘陵公園運営維持管理業務のうち、施設・設備維持管理業務に

適用する。 

 

第２条 事業者の責務 

事業者は、公園運営管理業務の特性を踏まえ、本個別仕様書及び共通仕様書、国営備北丘陵公園の設

計図書及び現地の気象条件や利用状況等を十分に把握のうえ、管理効果が上がるよう配慮し、管理水準

を達成すべく、施工にあたるものとする。 

 

第３条 施工体制の点検 

事業者は「公共業務の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法律第 127

号）第 13 条 2 により中国地方整備局から施工体制について点検を求められたときは、これを受けるこ

とを拒んではならない。なお、点検員は当該業務の調査職員等とする。 

 

第４条 基本事項 

１．本業務は、施設・設備維持管理を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本個別仕様書及び共通仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適な

サービスに努めるとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行

うものとする。なお、本個別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、

その都度、調査職員等と協議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、

実施することとする。 

４．対象施設は、都市公園法第５条による許可を得た収益施設及び都市公園法第６条による許可を得

た占用物件を除く、開園区域内の全ての施設・設備を対象とするものであり、そのうち中国地方

整備局と事業者の役割分担は、本仕様書第６条に示すとおりである。 

５．管理体制人員は、円滑な維持管理運営を行うため、弾力的に配置するものとする。 

６．業務効率化に向けた設備及び物品を事業者が導入する場合は、事前に調査職員等の承諾を受けた

上で、事業者の負担にて行うこと。 

７．作業従事者の身分保障、健康管理、服務規律は事業者の責任において行うこと。 

８．作業従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメー

ジアップに心掛けるものとする。 

９．作業の前には周囲の床、壁、機器などの設備に損傷を与えないよう養生を行うこと。 

１０．作業終了後は養生材や工具類を撤去し、周囲の清掃を行うこと。 

 

第５条 安全管理等 

１．常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

２．持ち込み可能な車種及び車両の運行については、別添 13「国営備北丘陵公園園内車両入園規則」
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に基づき、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度に努めるものとす

る。 

３．作業にかかる車両の持ち込みは最小限にとどめ、公園利用者の迷惑とならないよう、必要に応じ

誘導員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

４．作業中は、必要に応じ作業区域をセーフティーコーン、コーンバー、バリカー等で明示するなど、

公園利用者の安全を十分確保するものとする。 

５．作業中は園内の施設工作物及び樹木等を損傷しないように注意するものとする。 

６．作業に当たっては、服装及び言動に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意するものと

する。 

 

第６条 作業時間 

作業時間は、公園利用者の迷惑とならないように配慮し決定すること。なお、開園時間内に作業を行

う場合には、必要に応じて調整を行うこと。 

 

第７条 事業者の過失による業務の対象施設の事故、破損等 

事業者の過失による事故、破損等が生じた場合には、事業者の責任において処理するものとする。な

お、事故・器物の破損等が発生した場合には、すみやかに調査職員等に報告すること。 

 

第８条 修繕等の役割分担等 

   各施設・設備の小規模な修繕又は補充等は行うが、下記事項以外の大規模な修繕等は中国地方整備

局が行うものとする。詳細については、調査職員等と協議すること。 

 １）事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者の責任において修繕等を行うこと。（事業者

による管理が不適切なために補修が必要となった場合） 

   なお、この場合の修繕等については委託費を充当してはならない。 

 ２）補修にかかる費用が１件当たり１００万円を超えない場合かつ年間補修費用が２，５４４万円（税

抜き）を超えない場合は、本業務として修繕等を行うこと。 

 

第９条 保守点検等の役割分担 

  各施設・設備の保守点検のうち、以下の法定点検等については中国地方整備局が定期的な実施を予

定しており、事業者は、法定点検等の頻度等を踏まえ、各施設・設備が良好な状態に保たれるよう保

守点検を行うこと。中国地方整備局が発注する法定点検等の内容は、各年度により変更となる場合が

あるので、詳細については調査職員等と協議すること。 

１）エレベーター保守点検 

公園内にある５基（管理事務所１基、北入口センターエリア・エントランスセンター国兼 2 基、 

北入口センターエリア・サイクリングセンター1 基、湖畔レストハウス休憩所１基）の保守点検

を実施。詳細については別添 23｢エレベーター保守点検計画｣を参照。 

２）電気通信設備保守点検 

公園内の受変電設備、監視設備、通信設備等の保守点検を実施。 

詳細については別添 24｢電気通信設備保守点検計画｣を参照。 
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３）浄化槽保守点検 

  公園内にある以下の浄化槽の保守点検を実施。 

  ①保守点検内容：薬剤の補充及び注油、正常動作確認、運転状況確認等の保守及び放流水水質検

査等  

施設名 規   格 保守点検頻度 備  考 

合併浄化槽 処理対象人員：約２，５００人 
処理方法：一、二、三次処理 

 接触ばっ気方式＋急速砂濾過槽 

【保守点検頻度】 
4 月 1 日～11 月 30 日 
毎週２回 

12 月 1 日～3 月 31 日 
毎週１回 
水質検査 毎月 1 回 
（ pH,BOD,COD,SS,N-

ヘキサン、大腸菌） 

中入口センターエ

リア 

星の里単独浄

化槽 
処理対象人員：約３０人 
処理方法：分離ばっ気方式 

年４回 
 

星の里 

いこいの森単

独浄化槽 
処理対象人員：約１０人 
処理方法：分離ばっ気方式 

年４回 
 

いこいの森 

②水質検査；公共機関による水質検査 各施設 年 1 回 

 

４）上水道施設保守点検 

   公園内にある上水道の受水槽 2 箇所（中入口センターエリア受水槽 1 箇所、北入口センターエリ

ア受水槽 1 箇所）について、以下の保守点検を年 1 回実施。 

 ①受水槽内の清掃 

 ②受水槽内消毒作業 

 ③水質検査  

５）消防設備点検 

  公園内にある消防設備の保守点検を実施。 

  詳細については、別添 25｢消防設備保守点検計画｣を参照。 

 

第１０条 提出書類 

 事業者は、保守点検の内容及び修繕等の内容がわかる資料及び作業記録写真等を整理し、各年度終了

毎に調査職員等に提出すること。 

 なお、個別に提出書類等の記載がある施設・設備については、それに従うこと。 
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第２編 建物維持修繕等 

第１１条 管理水準 

事業者は、公園内を常に良好な状態とし、公園利用者への快適・安全なサービスに努めることとする。 

常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園内の観

察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第１２条 管理事務所維持修繕 

管理事務所、北入口センターエリア・エントランスセンター国兼、中入口センターエリア・ビジター

センター、つどいの里・クラブハウスについて、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕及び

保守を適切に行うとともに、次の各号に掲げる修繕及び点検を行うこと。 

対象施設は、別添 26「建物維持修繕主要箇所位置図」を参照とすること。 

１）外観については、美観の維持に努め、塗装面等の防腐、防錆等の点検を行う。 

２）自動ドアについては、運転機能を常に安全かつ良好に維持するため適宜点検を実施するものとす

る。 

３）冬期は、凍結防止（水抜き）等の措置を実施するものとする。冬季の対応については別添 35｢建

物・工作物にかかる冬季対応｣を参照に実施すること。 

 

第１３条 休憩所等維持修繕 

さとやま屋敷、農家１・２、各工房、湖畔レストハウス、林間休憩所、四阿の休憩所について、公園

利用者が直接かかわる施設であることに留意し、日常、適宜目視、触診、打診等による巡回点検を実施

し、破損箇所については小規模な修繕又は保守を適切に行うこと。 

対象施設は、別添 26「建築物維持修繕主要箇所位置図」、別添 27「工作物維持修繕主要箇所位置図」

を参照とすること。 

 

第１４条 車庫・倉庫等維持修繕 

車庫、作業棟、倉庫等について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕及び保守を適切に

行うこと。 

対象施設は、別添 26「建築物維持修繕主要箇所位置図」、別添 27「工作物維持修繕主要箇所位置図」

を参照とすること。 

 

第１５条 便所維持修繕 

園内の便所について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は保守を適切に行うこと。

また、冬季は、別添 35｢建物・工作物にかかる冬季対応｣を参照に凍結防止措置を実施し、配管・衛生器

具の機能維持に努めること。 

対象施設は、別添 26「建築物維持修繕主要箇所位置図」、別添 27「工作物維持修繕主要箇所位置図」

を参照とすること。 

 

第１６条 その他維持修繕 

 建物の維持修繕において、第１２条から第１５条までに該当しない施設についても、日常、適宜巡回
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点検し、破損個所の小規模な修繕又は保守を適切に行うこと。 
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第３編 建物設備維持修繕 

第１７条 管理水準 

空調設備及び昇降機等の建築設備の機能を常に安全かつ良好に維持するため、軽微な修繕及び保守点

検を行うものとする。 

 

第１８条 空調設備維持修繕等 

園内の建物内に設置されている空調設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕

又は保守を適切に行うこと。なお、法定点検、大規模な修繕は中国地方整備局において行うので、詳細

は調査職員等との協議によるものとする。 

 

第１９条 昇降機等設備保守点検等 

園内の建物内に設置されている昇降機等設備について、本仕様書第９条保守点検等の役割分担に示す

法定点検を中国地方整備局が実施する予定であり、事業者はその稼働状況を日常的に観察し、異常が認

められれば速やかに調査職員等に報告すること。 

 対象施設は、別添 23｢エレベーター保守点検計画｣を参照とすること。 

 

第２０条 消防設備維持修繕等 

園内の建物内に設置されている消防設備について、本仕様書第 9 条保守点検等の役割分担に示す法定

点検を中国地方整備局が実施する予定であり、事業者は法定点検以外での日常的な点検を適宜実施し、

破損箇所の小規模な修繕又は保守を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は中国地方整備局において行

うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 

対象施設は、別添 25「消防設備保守点検計画」を参照とすること。 

 

 

 

- 別紙 72 -



7 
 

第４編 園路広場維持修繕 

第２１条 管理水準 

事業者は、公園内を常に良好な状態とし、公園利用者への快適・安全なサービスに努めることとする。 

常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園内の観

察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第２２条 園路・広場維持修繕等 

日常、園路、舗装、階段、サイン・ファニチャー、手摺・柵等について、以下の点に留意し、適宜巡

回点検し、腐敗・破損箇所の小規模な修繕を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は中国地方整備局に

おいて行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 

対象施設は、別添 28「園路広場維持修繕主要箇所位置図」を参照とすること。 

１）園路や広場の舗装は、段差やわだち・陥没等が無いか適宜確認を行うこと。 

２）車両が安全に走行するために使用が無いか、区画線の抹消状況を適宜確認を行うこと。 

３）防護柵、手摺などのボルト・ナット等のゆるみが無いか日々適宜確認を行うこと。 

４）腐食や錆によるささくれなどが発生し、利用者の安全性を損なうことが無いか適宜確認を行うこ

と。 
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第５編 遊具維持修繕工、その他修繕 

第１章 基本事項 

第２３条 管理水準 

遊具について、劣化や(社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する規準 JPFA－S：2008」

（以下「JPEA－S：2008」という。）の不適合によるハザードを早期に発見し、遊具による事故を予防

するとともに、適切な運営維持管理業務につなげるよう点検を行うこと。 

点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。 

なお、遊具の点検は幼児や児童が遊具の利用者であることから、次の各号に掲げる事項に配慮して行

う。 

１）安全性の確保 

２）機能の保持 

３）美観に配慮した形姿の維持 

 

第２４条 用語の定義 

１．「点検責任者」は、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」あるいは、

調査職員等が同等と認めたものとする。なお、「点検責任者」は、「点検担当者」以上の経験、知

識及び技能を有するものであること。 

２．詳細点検の「点検担当者」は、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品整備技士」あ

るいは、調査職員等が同等と認めたものとする。 

３．「同等と認めた者」とは、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」「公園

施設製品整備技士」と比較して同等の学歴、経歴、実務経験、講習会の受講実績等から同等の知

識と技術、管理能力等があると中国地方整備局が認めた者をいう。 

４．「作業」とは、遊具の定期点検をいう。 

５．「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低下することをいう。(ただ

し、地震、火災等の災害によるものを除く。) 

６．「日常点検」とは、目視診断、触手診断、聴音診断等により、遊具の異常、劣化等の有無を調べ

るために日常的に行う点検をいう。 

７．「定期点検」とは、公園施設製品安全管理士及び公園施設製品整備技士等が一定期間ごとに摩耗

状況や変形ならびに経年変化等について点検する「劣化診断」と、JPFＡ－Ｓ：2008 に基づき遊

具の形状や安全領域等の規準に対する妥当性を評価する「規準診断」をいう。 

８．「SP 表示認定企業」とは、JPFA－S：2008 等に基づき製品の設計、製造、販売、施工、点検、

修繕を行い、かつ、(社)日本公園施設業協会が定めた規格「S：2008QMS－SP 表示認定規格」を

満たすマネジメントシステムを構築していると(社)日本公園施設業協会に認定された企業をいう。 

９．「SP 点検済シール」とは、「SP マーク」を付された「点検済シール」であり、点検、修繕した

遊具が、JPFＡ－Ｓ：2008 に合致したと認められた時に、安全性の確保が維持されていることを

示すために、SP 表示認定企業が貼付することができるシールをいう。 

 

第２５条 点検の範囲 

点検とは、遊具の形状を調査し、JPFA－S：2008 に基づく規準診断等を行い、報告書を作成するま
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での一連の行為をいう。 

 

第２６条 事業者の負担 

点検業務に必要な工具、測定機器等は事業者の負担とする。 

 

第２７条 点検の種類 

点検には、「日常点検」「定期点検」がある。 

事業者は各点検の内容とその必要性を正しく理解した上で業務計画書を立案し、調査職員等に承諾を

受けてから点検を実施しなければならない。 

 

第２８条 診断の方法 

遊具の点検は、点検表を作成し、診断することで安全性を確認すること。 

診断方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１）目視診断 

遊具の外観・形状を目視しその劣化状態を診断する方法 

２）触手診断 

遊具を素手で触ってその劣化状態を診断する方法 

３）聴音診断 

遊具の可動部を動かし、発生する音、ガタツキの状態の有無を判断し、劣化状態を診断する方法 

４）打音診断 

遊具を点検ハンマー等で軽打し、異音の有無を判断し、その劣化状態、亀裂、ボルトの緩み等を

診断する方法 

５）揺動診断 

遊具本体を揺り動かし、仕様に対応できるかを診断する方法（複合系遊具の場合は単体ごとに行

う） 

６）JPFA 検査器具による判定 

JPFA が開発した器具で遊具の規準（JPFA－S：2008）に適合しているかを調べる 

７）ノギスによる測定（JIS 認定商品を使用する） 

８）メジャーによる測定（JIS 認定商品を使用する） 

９）傾斜計による測定 

 

第２９条 遊具日常点検等 

１．日常点検を行う者は、遊具の外観の目視と利用状況を確認し、必要に応じて触診により部材の腐

食、亀裂、変形、ボルトの緩み等の施設の変形や異常の有無を調べる。また、設置面や植栽等を

含めた遊具周辺の確認も行う。 

２．点検頻度は、遊具毎に１日 1 回以上実施する。 

３．また、(社)日本公園施設業協会主催の遊具の日常点検講習会の受講修了者が、年間２回以上点検

を実施するものとする。点検は外観の目視診断、触診診断、聴音診断等と合わせ、必要に応じ打

音診断、揺動診断等を実施して点検を行うものとする。 
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４．点検対象遊具は、以下の通りとする。 

設置位置は、別添 29「遊具維持修繕主要箇所位置図」を参照とすること。 

名称 遊具区分 概要 

くさっぱらの道 

複合遊具（その他） 
きゅうの丘 

 

マウントクライム 1.2.3. 

神楽のおろちのぼり 

おおきなひばおネット・きゅうのぬけみち 

かぶとむし・ウッドステップ・木の葉デッキ・木の実ボール その他 

みのむしブランコ 複合遊具（その他） 

きゅうのねどこ・ネットもぐら・たたらがまのブランコ 2・たいこ

橋 

複合遊具（その他） きゅうの丘 

メインデッキ 

どんぐりころころ・笑いの実ボール 

メイン棟 

サブ棟 

段々のぼりネット・ひばおの吊り橋 

きゅうのトンネルすべり台・はなおのトンネルすべり台 

みんなでウエーブすべり台・風のウエーブすべり台・階段 

風のローラースライダー 

わいわいローラーすべり台 

光のローラースライダー 

はなのネットわたり 

さとの散歩道 

たんぽぽわたげロープウェイ 

はっぱのかごブランコ・鳥かごブランコ ゆりかご型ブランコ きゅうの丘 

スプリング遊具・木の葉スプリング・ぐにゃぐにゃつくし・もし

もしボール 
スプリング遊具 きゅうの丘 

クレーター  

 

 

フィールドアスレチ

ック用遊具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林間アスレチック 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＦＯトランポリン 

ＵＦＯコンビネーション 

ＵＦＯスライダー 

大型すべり台 

ネット吊り橋 

恐竜丸太 

振り子 

三角トンネル 

ツチノコ 

平和の鐘 
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丸太ステップ  

 

フィールドアスレチ

ック用遊具 

 

 

 

林間アスレチック 

 

 

 

 

ロングバランス 

ネットボンボン 

日本ピラミッド 

電柱のぼり 

くもの巣渡り 

馬とび 

ヒバゴンロープ 

カニの横歩き 

ヒバゴンの家 

はしご渡り 

猿渡り 

スイングステップ 

クモノス 

皮のり 

壁歩き 

吊り橋 

グラグラ渡り 

ゆらゆら吊り橋 

ネットのぼり 

切り株の道 

複合遊具（その他） きゅうの森 

森の時計台 

光線銃・虹のなる木・ウォールクライマー・空気砲・スリム計 

天空スライダー 

ジグザグ階段 

崖登り 

虹の散歩道 

空のえんとつ 

わた雲ドーム 

森の精木 

空中トンネル 

森の回廊 

ネットクライマー 

モノレール 

スパイダーネット 

小枝トンネル 
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名称 遊具区分 概要 

ぐらぐらトンネル 

複合遊具（その他） きゅうの森 
ジャングルマット・ジャングル丸太・あやとりネット 

体重計 

パチパチスライダー 

ウッドコンビネーション フィールドアスレチ

ック用遊具 
キャンプ場遊具 

ロープウェイ 

ちびっ子ゲレンデ その他 ちびっ子ゲレンデ 

複合遊具 複合遊具 オートビレッジ 

 

５．公園内巡視時に日常点検を行う者は、点検箇所や点検方法をよく理解したうえで、日常点検を実

施すること。 

６．事業者は、対象となる遊具の経年変化に伴う劣化状況を把握するため、日常点検記録簿を精査し

たうえ、保管しておく。 

年２回実施する点検については、点検結果及び写真等を整理し調査職員等に提出すること。 

７．点検履歴については、遊具履歴書を作成、追記、修正をすること。 

８．台風や豪雨等の異常気象時や震度５以上の地震発生により、遊具に異常箇所が生じるおそれのあ

る場合に、遊具及び遊具の周辺状況について、必要に応じて臨時的に点検を行うものとする。ま

た、遊具の利用者が怪我をした場合や、他公園において類似遊具等で事故があった場合も点検を

行うものとする。 

 

第３０条 遊具詳細点検 

１．定期点検を完了させるために、管理体制を確立し、品質、工程、安全、法令順守等の業務管理を

行う。 

２．点検対象遊具は、日常点検に準ずる。 

３．遊具の点検内容は、(社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」「定期点検表」「特別

定期点検表」に基づいて実施し、その結果について定期点検記録簿としてとりまとめ報告する。 

４．点検作業の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は(社)日本公園施設業協会

認定の、JPFA 検査器具、JPFA 肉厚測定器、JPFA 落下衝撃測定器等を使用して行う。 

５．点検作業と点検表に基づく判定は別の者がそれぞれ担当し、職務を兼ねることはできない。 

６．点検責任者は、「劣化診断」による劣化判定と「基準診断」によるハザードレベルを組み合わせ

て総合的な機能判定を行うこと。その判定基準については、必要に応じ事前に調査職員等と協議

をしておくこと。 

７．定期点検は、年 1 回実施すること。 

８．点検終了後、「合格」と判断された遊具について、「SP 点検済みシール」を貼付出来る遊具には

調査職員等の承諾を受けて、点検実施時期を明記して添付する。 

 

 

第３１条 遊具維持修繕等 
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点検により確認された破損箇所については、小規模な修繕等を適切に行うこと。なお、大規模な修繕

は中国地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 

 

第３２条 その他 

１．点検作業においては、安全管理を徹底し、作業中であることを掲示して、公園利用者の遊具利用

への影響が無いように十分な安全対策を講ずること。 

２．定期点検等で不良と判断された場合は、速やかに調査職員等へ報告すること。 

３．点検で異常が発見された場合、もしくは異常の可能性があり使用禁止が妥当と判断される遊具に

は、速やかにロープネット等で立ち入り禁止の措置を講じるとともに、調査職員等に速やかに報

告すること。 

４．詳細点検の点検作業は、作業に適した服装にて作業を実施し、「公園施設製品安全管理士」「公園

施設製品整備技士」の携帯用認定証等を携帯して作業に従事する。 

５．本仕様書に記載されていない事項については、 (社)日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する

基準(2008)」を参考にすること。 
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第２章 その他修繕 

第３３条 管理水準 

事業者は、公園内を常に良好な状態とし、公園利用者への快適・安全なサービスに努めることとする。 

常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園内の観

察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第３４条 その他修繕等 

園路広場及び遊具以外の工作物について、必要に応じて、適宜巡回点検し、破損箇所については、小

規模な修繕等を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は中国地方整備局において行うので詳細は調査職

員等との協議によるものとする。 
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第６編 電気設備維持修繕 

第３５条 管理水準 

本公園の全施設の使用電力量を計測するとともに、変電所、受変電設備、分電盤等の電気設備につい

て、関係法令を遵守し、機能を常に安全かつ良好に維持するため点検を行うものとする。 

 

第３６条 電気設備維持修繕等 

１．園内の電気設備について、本仕様書第 9 条保守点検等の役割分担に示す法定点検等を中国地方整

備局が実施する予定であり、事業者は法定点検以外での日常的な運転状況、計器の異常等の点検

を適宜実施すること。 

点検対象施設は、別添 30｢電気設備維持修繕主要箇所位置図｣及び別添 31「通信設備維持修繕主要

箇所位置図｣を参照とすること。 

２．点検の結果に応じ、清掃、調整、消耗部品の交換及び補充、軽微な修繕等を適切に行うこと。な

お、大規模な修繕は中国地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとす

る。 

３．落雷があった場合又は管理事務所内の警報装置が作動した場合は、異常の確認及びその原因の究

明を行うとともに、必要に応じ軽微な修繕等を行い速やかな機能回復を行うこと。 

４．休園日に電気設備において異常が発生した場合は、法定点検の受託者等と連携して、適切な措置

を講じること。 
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第７編 汚水・排水施設維持修繕 

第３７条 管理水準 

汚水・排水施設の機能を常に安全かつ良好に維持するため点検を行うものとする。 

 

第３８条 汚水・排水施設維持修繕 

１．園内の汚水・排水設備について、本仕様書第 9 条保守点検等の役割分担に示す法定点検等を中国  

地方整備局が実施する予定であり、事業者は法定点検以外での日常的な運転状況、計器の異常等

の点検を適宜実施すること。 

点検対象施設は、別添 32「浄化槽（汚水）維持修繕主要箇所位置図」を参照とすること。 

２．点検の結果に応じ、清掃、調整、消耗部品の交換及び補充、軽微な修繕等を適切に行うこと。な

お、大規模な修繕は中国地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとす

る。 

３．台風や大雨が予想される場合は、巡回点検を行うとともに、適切な対策を講じるものとする。 

４．事業者は、繁忙期においては、汚水・排水施設の稼動状況を確認するとともに、法定点検の受託 

 者等と連携し、汚水・排水施設の処理能力に沿った調整を行うこと。 
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第８編 給水施設維持修繕 

第３９条 管理水準 

本公園の全施設の使用水量を計測するとともに、給水施設について、関係法令を遵守し、常に安全か

つ良好に維持するため点検を行うものとする。 

 

第４０条 給水施設維持修繕等 

１．園内の給水設備について、本仕様書第 9 条保守点検等の役割分担に示す法定点検等を中国地方整

備局が実施する予定であり、事業者は法定点検以外での日常的な運転状況、計器の異常等の点検

を適宜実施すること。 

点検対象施設は、別添 33「給水設備維持修繕主要箇所位置図」を参照とすること。 

２．点検の結果に応じ、清掃、調整、消耗部品の交換及び補充、軽微な修繕等を適切に行うこと。な

お、大規模な修繕は中国地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとす

る。 

３．事業者は、1 日 2 回（開園前 1 回、閉園後 1 回）、公園内全施設の水道メーターの計測を行い、

異常な使用量となっていないか日々確認を行うこと。 

４．事業者は、1 日 1 回残留塩素濃度の計測を実施し、基準を満たしていない場合は、適切な措置を

講じること。 

５．冬季の園内給水施設凍結による断水及び器具の破損を防止するため、別添 35「建物・工作物にか

かる冬季対応」に基づき、水抜き等の凍結防止作業や一部の水飲み・手洗いの閉栓作業を行うも

のとする。 

６．繁忙期は、配水管の水圧が低下しないよう、適切な措置を講じること。 

７．夏季及び冬季においては、使用水量を調整する等の適切な措置を講じ、機能の維持に努めること。 
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第９編 水景施設維持管理 

第４１条 管理水準 

本公園の水景施設である水遊び施設が安全かつ良好に利用できるよう保守点検及び水質の管理を行

うものとする。 

 

第４２条 水質管理 

水遊び施設のうち、星の里内にあるじゃぶじゃぶ池の使用期間中は、「遊泳用プールの衛生基準につ

いて」（平成 19 年 5 月 28 日健発第 0528003 号厚生労働省健康局長通知）に準拠し、以下の水質を保つ

よう管理を行うこと。また、期間の利用開始前に清掃を実施するとともに、必要に応じ利用期間中の水

の抜き替えを適宜行い安全衛生を確保すること。 

日々の残留塩素濃度を測定し、残留塩素濃度が基準値を下回る場合は、固形塩素剤を投入するなど、

必要な措置を講じること。 

項目 基準値 測定回数 

水素イオン濃度 ＰH 値 5.8 以上 8.6 以下 

期間中 1 回以上 

濁度 2 度以下 

過マンガン酸カリウム消費量 12ｍｇ/L 以下 

大腸菌群 検出されないこと 

一般細菌 200CFU/ml 以下 

遊離残留塩素濃度 0.4ｍｇ/L 以上（1.0ｍｇ/L 以下が望ましい） 毎日午前中１回以上 

及び午後２回以上 

総トリハロメタン 0.2ｍｇ/L 以下が望ましい 毎年１回以上 

 

 

第４３条 水景施設保守点検等 

１．ポンプ設備、電気系統、バルブの開閉、水位、異音の確認等の点検を日々行うこと。 

２．点検の結果に応じ、清掃、調整、消耗部品の交換及び補充、軽微な修繕等を適切に行うこと。な

お、大規模な修繕は中国地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 
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第１０編 その他設備維持修繕 

第４４条 管理水準 

本公園の水循環設備、放送設備、電話設備等について、関係法令を遵守し、機能を常に安全かつ良好

に維持するため点検及び修繕を行うものとする。 

 

第４５条 水循環設備維持修繕等 

  １．日常、園内の循環水ポンプ場、循環水配管等について、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修

繕又は補充を適切に行うこと。なお、法定点検、大規模な修繕は中国地方整備局において行うの

で詳細は調査職員等との協議によるものとする。 

対象施設は、別添 34「ポンプ設備（水循環設備）維持修繕主要箇所位置図」を参照すること。 

  ２．通常作動していない循環ポンプについても、年 1 回は運転を行う稼働状況の確認を行うこと。 

 

第４６条 放送設備保守点検等 

日常、園内の放送設備、スピーカー、配線等について、計器による設備の運転状況の把握や目視、触

手、聴音による点検を年１回行うこと。 

対象施設は、別添 31「通信設備維持修繕主要箇所位置図｣を参照とすること。 

 

第４７条 電話設備維持修繕等 

日常、園内の電話設備、配線等について、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切

に行うこと。なお、大規模な修繕は中国地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議による

ものとする。 

対象施設は、別添 31「通信設備維持修繕主要箇所位置図｣を参照とすること。 
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第１１編 園内清掃、公園内建物清掃 

第１章 基本事項 

第４８条 管理水準 

公園施設については、常に清潔を保ち、快適な環境を保持する必要があり、本公園の利用状況に適切

に対応するため、事業者は、作業内容、作業場所等について十分に検討するとともに、周辺地域に配慮

した実施時期の調整を行うものとする。 

 

第２章 清掃 

第４９条 建物清掃 

１．日常清掃 

１）清掃箇所は、公園内の全建物を対象とする。但し、収益施設等管理運営規定書第１条に定める

施設は除く。 

別添 26｢建築物維持修繕主要箇所位置図｣を参照とすること。 

２）建物内は常日頃から汚れが無いか確認し、壁、床、扉、窓、柱、ベンチ、机、イス等の汚れが

ある場合、必要に応じ掃き掃除、拭き掃除を行い、公園利用者に不快感を与えないよう清潔に

保つこと。 

３）くもの巣、ハチの巣、ガムのかす等がある場合は、速やかに取り除くものとする。 

４）天井、照明器具、展示物等は、必要に応じ清掃するものとする。 

２．定期清掃 

１）床面シートの清掃（ポリッシャーまたはスチーム洗浄後のスクイージーによる汚水除去、水モ

ップによる拭き上げ、ワックス塗布、拭き上げ）のほか、タイルや絨毯、窓、網戸等を対象と

した室内清掃を行うこと。 

２）雨樋に堆積した落ち葉、枯れ枝、藻等による汚れ、堆積物を除去すること。 

３）建物の周りに堆積した落ち葉、枯れ枝を除去すること。 

４）外壁、軒下、扉、窓等の汚れを除去すること。 

５）作業時間は公園利用者の迷惑とならないよう配慮すること。なお、開園時間内を作業に行う場

合は必要に応じて調整を行うこと。 

６）定期清掃箇所及び実施頻度は下表の通りとするが、実施に当たっては調査職員等と協議するこ

と。 

定期清掃対象施設 実施頻度（年） 

ビジターセンター、さとやま展示館（カーペットクリーニング 295 ㎡含む）、参

集殿、木工房、古代たたら工房、やきもの工房、湖畔レストハウス休憩所、備北

オートビレッジ管理センター、エントランスセンター国兼、つどいの里クラブハ

ウス、管理事務所（事業者部分） 

   

1 回 

 

 

第５０条 便所清掃 

１）清掃箇所は、公園内の全便所を対象とする。但し、収益施設等管理運営規定書第１条に定める

施設は除く。 
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別添 26｢建築物維持修繕主要箇所位置図｣を参照とすること。 

２）清掃中は、便所の利用者の利便性に配慮すること。 

３）衛生器具(便器、手洗い器等)、壁、天井、床、ブース、扉、窓、その他建具、鏡、照明器具等

を適切な方法と頻度で清掃し、清潔に保つとともに、詰まり等はすぐに対応する。 

４）トイレットペーパー及び石鹸水が常時あるように補充すること。 

５）汚物入れ等の清掃等を行うこと。 

６）実施頻度は１日１回以上を目安とするが、閑散期や使用頻度の低い箇所等を考慮し実施に当た

っては調査職員等と協議すること。 

  また、繁忙期で多数の利用者が見込まれる場合は、利用状況を確認の上清掃頻度を増やす等清

潔な状態を保つこと。 

 

第５１条 工作物清掃 

１．日常清掃 

１）対象区域は、原則全園を区域とする。但し、収益施設等管理運営規定書第１条に定める施設は

除く。 

２）ブロアー又は拾い清掃等により、紙くず、空き缶等の除去や掃き掃除による土ぼこり、落ち葉

等の除去により、園路(園地含む)や側溝、遊具等の工作物をきれいな状態に保つこと。 

３）Ｕ型溝、排水桝等の排水設備の性能を維持するため、適宜点検を行うとともに、溜まった落ち

葉、土砂等を除去すること。 

４）公園利用者が直接触れるベンチやテーブル等は、汚れやコケ、鳥の糞が無いよう水拭き等の清

掃を行い、同時にささくれ、がたつき等による危険箇所の確認を行うこと。 

５）くず籠や喫煙場所の吸殻等の清掃を随時行うこと。 

６）池等の水面のごみや落ち葉等を網等で随時除去すること。 

７）外灯、時計や温度計、駐車場管制、監視カメラ等の設備について、汚れがひどい場合には清掃

を行うこと。 

８）腐食・破損して使用できないテーブル・ベンチ等を撤去する必要が生じた場合は調査職員等に

報告すること。 

９）大規模な行催事の開催等により、塵芥の発生量の増加が見込まれる際に調査職員等の判断によ

り当該箇所を清掃するものとする。 

10） 実施頻度は１日１回以上とする。但し、閑散期や使用頻度の低い施設、公園利用者が直接触

れることの無い施設等を考慮し、実施に当たっては調査職員等と協議すること。 

また、繁忙期で多数の利用者が見込まれる場合は、利用状況を確認の上清掃頻度を増やす等清

潔な状態を保つこと。 

 

２．定期清掃（池・水遊び場等の洗浄） 

１）ポンプを停止し池部の排水を行った後、ごみ類や夾雑物、汚泥を除去し、池の底部、側面部、

景石等の高圧洗浄機を使用した洗浄作業及びブラッシングを行うこと。 

２）底部、側面部、景石等の汚れを所定箇所へ処理した後、池部への給水及びポンプを始動するこ

と。 
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３）清掃箇所、実施内容及び実施頻度等は下表の通りとする。 

清掃箇所 実施頻度 

ジャブジャブ池 

（排水浄化タンクの洗浄を含む） 
1 回／年 
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第５２条 ごみ回収運搬工 

１．公園内で発生したごみは、庄原市の分別規定に従って分別を行ない、庄原市が指定する処理場に

運搬すること。収集運搬に当たり、園内に集積場所が必要な場合は、調査職員等と協議を行うこ

と。なお、花見の時期等、大量のごみの発生が予想される場合は、臨時ごみ箱を設置し、公園利

用者に分別指導を行う等、適切な措置を講じること。 

２．ここでいうごみとは園路上の落ち葉、枯れ枝等も含むものとする。 

 

第５３条 除雪等 

１．降雪時等に、本公園の機能を維持するために、玄関周り、出入口周り、園路等において、機械及

び人力による除雪を行う。 

２．事業者は、除雪作業を円滑に実施できるよう無積雪時の状態を確実に把握し、路面や縁石等各工

作物に損傷を与えないようにしなければならない。 

 

第５４条 廃棄物処理 

事業者は、排出される産業廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月 25 日

法律第 137 号）及び関係法令に従って、適正に処理すること。 

 

第５５条 雑作業等 

事業者は、使用機材等の改良・メンテナンス、使用車両の給油・メンテナンス、仮説トイレ洗浄液補

給等の調査職員等が指示する作業を行うこと。 
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第１章 総則 

第１条 適用 

本編は、H25-27 国営備北丘陵公園運営維持管理業務のうち、植物管理業務に適用する。 

植物管理として、芝生管理、中低木管理、高木管理、草地管理、花壇管理、花畑管理、草花管理、特

殊管理の８種の施工について、適用する。 

 

第２条 事業者の責務 

事業者は、施工にあたって、公園管理業務の特性を踏まえ、本個別仕様書、共通仕様書、国営備北

丘陵公園の設計図書及び現地の気象条件、土壌条件や利用状況等を十分に把握のうえ、管理効果が上

がるよう配慮し、目標とする管理水準を達成すべく、施工に当たるものとする。 

 

第３条 業務実施体制の点検 

事業者は「公共業務の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法律第 127

号）第 13 条 2 により中国地方整備局から施工体制について点検を求められたときは、これを受けるこ

とを拒んではならない。なお、点検員は当該業務の調査職員等とする。 

 

第４条 歩掛実態調査及び諸経費動向調査 

本業務は、歩掛実態調査及び諸経費動向調査の対象業務であり、調査職員等より指示のあった場合、

別途通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行うこと。 

調査票は、業務終了後速やかに調査職員等に提出するものとする。また、調査票の聞き取り調査等を

実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。 

 

第５条 基本事項 

１． 植物管理業務を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２． 事業者は、本個別仕様書及び共通仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適

なサービスに努めるとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を

行うものとする。なお、本個別仕様書に記載のない事項及び下記に関する事項、又は本個別仕様

書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員等と協議するものとする。 

１）植物について大規模な補植を要する事態が生じたとき。 

２）既存木の伐採（又は移植）を行う必要が生じたとき。 

３）公園利用者サービスに供するため大規模な新規植栽の必要が生じたとき。 

３． 事業者は、公園内の植物を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理

を行い、実施することとする。 

４． 管理体制人員は、円滑な維持管理運営を行うため、植生状況に基づき弾力的に配置するものと

する。 

５． 提供物品は事業者に貸与するが、物品類の修理等は調査職員等に報告の上、事業者が行うこと

とする。 

６． 設備及び提供物品は事業者の注意義務で管理すること。 

７． 植生状況等に基づく業務効率化に向けた設備及び物品を事業者が導入する場合は、事前に調査
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職員等の許可を受けた上で、事業者の負担にて行うこと。 

８． 作業従事者の身分保障、健康管理、服務規律は事業者の責任において行うこと。 

 

第６条 安全管理等 

１． 常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園

の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

２． 持ち込み可能な車種及び車両の運行については、別添 13「国営備北丘陵公園園内車両入園規則」

に基づき、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に努めるととも

に、国事務所発行の車両運行許可証を前面に提示して走行するものとする。なお、園内の車両通

行に当たっては、20ｋｍ／ｈに努めるものとする。 

３． 作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘

導員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

４． 作業中は、必要に応じ作業区域をセーフティーコーン、コーンバー、バリカー等で明示するな

ど、公園利用者の安全を十分確保するものとする。 

５． 作業中は、園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

６． 作業に当たっては、服装及び言動に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意するもの

とする。 

 

第７条 利用サービス 

１． 公園利用者に対する案内及び緊急対応等のサービスに努めること。 

２． 業務責任者を含めた全ての作業従事者は調査職員等の指定する名札を作成し着用すること。 

３． 作業従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメ

ージアップに心掛けるものとする。 

４． 公園利用者に対して、管理作業内容の情報を提供する必要が生じた場合には、作業場所におい

て適切な説明看板類を掲示するものとする。 

 

第８条 工事調整 

１．  境界柵周辺、ため池堤体等の林地部分に係る除草作業については、別途国事務所が発注する予

定であるが、具体的な除草箇所等については調査職員等及び除草作業受注業者と調整すること。 

２．  国事務所が発注する除草作業は、年度毎に除草箇所が変更となる場合があるので、その都度調

整を行うこと。 
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第２章 芝生管理 

第９条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす芝生管理を行うこと。対象範囲は、別添 36「芝生管理区域図」を参照と

すること。 

ランクランクランクランク    ＡＡＡＡ    ＢＢＢＢ    ＣＣＣＣ    

管理水準 

グラウンド・ゴルフコース

であり、その状態を維持す

るためフェアウエイとラフ

との機能・役割を明確にし、

利用者が常に快適に利用で

きる状態に管理すること。 

主要な施設や花修景の周辺

に位置し芝生としての修景

性も高いため、景観性に優

れた状態で、動的利用が可

能なエリアは快適に過ごせ

る状態に管理すること。 

自然の状態を意識しなが

ら、利用者が不快にならな

い程度に景観性を保つよう

管理すること。 

対象地 

・グランドゴルフコース（フ

ェアウエイ及びラフ部） 

 

・花の広場周辺 

・大芝生広場及び周辺 

・つどいの里クラブハウス

周辺 

・北入口湖畔広場及び周辺 

・Ａ及びＢ以外の全ての芝

生地 

 

第１０条 芝刈工 

１． 芝生地内にある石、空き缶等障害物はあらかじめ取り除く。 

２． 芝生地内にある樹木、草花、施設等を損傷しないように注意し、刈むら刈残しのないよう均一

に刈込む。 

３． 刈込み回数及び刈込み高については、管理水準を目安として、その水準を満たす回数及び高さ

を事業者で計画し、全体計画について調査職員等と協議すること。 

４． 縁切りは、寄せ植え、施設等にほふく茎が侵入しないよう、寄植類にあたっては、樹冠の垂直

投影線より 10ｃｍ程度外側で垂直に切り込み、せん除する。 

５． 刈り取った芝は、調査職員等の指示する場所に運搬・堆積するとともに、刈り跡はきれいに清

掃する。 

６． 芝刈り回数及び頻度については、芝草の生育状況を確認した上で適切かつ効率的な数量を設定

し、作業にあたるものとする。 

 

第１１条 芝生地除草工(人力除草) 

１． 芝生をいためないよう、除草器具等を用いて、根より丁寧に抜き取る。 

２． 抜き取った雑草は、すみやかに処理するとともに、除草跡はきれいに清掃する。 

３． 除根後に穴が生じた場合は、必要に応じて目土（目砂）の充填を行う。 

 

第１２条 芝生施肥工 

１． 所定の施肥量を芝生面にむらのないよう均一に散布する。 

２． 施肥を施す場合は、原則として降雨直後等で葉面がぬれているときは行わない。 

３． 施肥の時期及び回数については、芝草の生育状況を確認すると共に、芝生の利用状況予測を考

慮して適切かつ効率的な時期を設定し、作業にあたるものとする。 

 

第１３条 芝生目土掛工 

１． 目土は植物の根、ガレキ等がなく必要に応じて、ふるい分けした目土用土又は砂材を用いる。
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土壌改良剤及び肥料を混入する場合は、所定の混入率となるよう入念に混合する。 

２． 目土は、所定量をとんぼ等を用いて、むらなく均一に敷きならし、十分すり込む。なお、芝生

面に不陸がある場合は不陸整正を勘案しながら行う。 

３． 芝草の生育適期を選んで施工し、合わせて芝草の生育促進、芝生地表面の不陸整正の効果を最

大限に発揮できるよう施工する。 

 

第１４条 芝生エアレーション工 

１． 芝生土壌の硬化を防止するため、エアレーション器具または機械により土壌が膨軟となるよう

効果的に行う。 

２． 施工区域の設定、穴及びカッティングの深さ、間隔等は業務責任者の判断による。 

 

第１５条 芝生病虫害防除工（薬剤散布） 

１．病虫害が発生した場合においては、まずは被害を受けた部分の刈込みや補殺等薬剤散布以外の方

法を検討し、やむを得ず薬剤散布する場合であっても農薬取締法等の農業関連法規や各メーカー等

で定めている使用安全基準、使用方法等を遵守し、最小限の区域における薬剤散布に留める。 

２．病虫害の発生に備え、予防的な散布を要すると判断した場合は、速やかに調査職員等の承諾を得

て、適切な措置を講ずること。 

３．薬剤散布は、薬剤の効果、周辺環境への影響に十分配慮し、適切な気象条件、使用日時、服装に

より行うものとする。なお、原則開園時間には実施しないこと。 

４．薬剤を使用した場合は、使用年月日、場所及び対象範囲、使用した薬剤の種類又は名称並びに薬

剤の単位面積当たりの使用量又は希釈倍率について記録すること。 

 

第１６条 芝生灌水工 

１．芝生の灌水が必要となった場合は、既存の灌水設備又は散水車を使用し、過去の実績等を踏まえ、

業務責任者が適切と判断した灌水量を芝生全面に行きわたるように均一に灌水する。 

２．芝生の生育状況を確認したうえで、適切かつ効率的な時期及び時間帯に作業を行うこと。 

３．施工の際は、公園利用者の利用の妨げにならないよう適切に実施すること。 

 

第１７条 芝生雑工 

１． 芝生雑工については、業務責任者の判断する作業（部分的な養生、芝生保護材設置等）を実施

するものとする。 

２． 芝生雑工（軽作業員）については業務責任者の判断する作業（灌水補助、施肥散布補助、芝生

保護材設置等）を実施するものとする。 

３． 芝の補植を行う際は、以下の項目に留意すること。 

１） 張替え箇所を大きめに形を整えて切り取り、深さ 15cm 程度まで床土を交換又は耕転したう

え、沈下防止のためよく転圧し、表面排水できるよう不陸整正を行うものとする。 

２）張芝は、周縁と同じ高さとなるよう調整し、転圧し、目土を施し、必要に応じて適宜施肥、灌

水するものとする。 

３）播種は、施工箇所を刈取・集草し、土壌改良材を散布の後、種子を散布すること。種子はでき
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るだけ均等に播き付けるものとする。その後、目土散布を行ったのち、速やかに灌水を行う 
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第３章 中低木管理 

第１８条 管理水準 

花修景としての景観を維持するための剪定や樹形の管理、園路と広場を分離するような遮蔽機能を維

持するための剪定や樹形の管理、既存木や法面等の保全をするため維持等、それぞれの中低木の機能を

発揮・維持できるよう管理すること。 

対象範囲は、別添 37「中低木管理区域図」を参照とすること。 

 

第１９条 中低木剪定工 

１．一般事項 

１）枝の密生した箇所は中すかしを行い、刈地原形を十分考慮しつつ、樹幹局縁の小枝について輪

郭線を作りながら刈込む。 

２）裾枝の重要なものは、上枝を強く、下枝を弱く刈込む。 

３）花木類を刈込む場合は、花芽の分化時期と養生位置に注意する。 

４）数年の期間をおいて刈込みを実施する場合は、第１回の刈込みの際に一度に刈込まず、数回の

刈込みを通して徐々に刈地原形に仕立てていく。 

５）刈り取った枝葉は速やかに処理する。特に枝葉が樹冠内に残らないようにきれいに取り去り、

刈込んだ樹木、寄植等の周辺はきれいに清掃する。 

６）剪定にあたっては、樹木単体だけでなく、公園として望ましい植栽景観づくりを視野に入れて、

望ましい樹形の確保に努める。 

７）公園の景観維持及び樹木の生態等に支障があり、剪定だけでなく間伐の必要が生じた場合には、

調査職員等に報告するものとする。 

２．寄植剪定 

１）各樹種の生育状態に応じ、刈地原型を十分考慮しつつ刈込む。 

２）刈り取った枝葉が樹冠内等に残らないよう速やかに処理するとともに、寄植の周辺をきれいに

清掃すること。 

３．生垣剪定(機械・人力) 

１）枯枝、徒長枝等を剪定し、枝の整理を行った後、一定の幅を定めて、両面を刈込み、天端をそ

ろえる。 

２）枝葉の空いた部分には、必要に応じて、枝葉の疎密をなくすよう、枝の誘引を行う。枝の結束

には、しゅろ縄を用いる。 

 

第２０条 中低木地除草工 

１．抜根除草 

１）既存植物をいためないよう除草器具などを用いて根ごとより取り除く。 

２）抜き取った雑草は、すみやかに処理するとともに、除草跡はきれいに清掃する。 

２．人力除草 

１）既存植物をいためないよう鎌などを用いて根際より刈り取る。 

２）その他は抜根除草に準ずる。 
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第２１条 中低木施肥工 

１．一般事項 

１）使用する施肥の使用量については、施肥の種類（寒肥、追肥等）及び各樹木の特性に応じても

っとも効果が期待できるよう、業務責任者が適切に判断して行うものとする。 

２）溝及び縦穴の掘削に際しては、樹根に損傷を与えないよう注意する。 

２．生垣施肥 

１）寒肥は生垣の両側に縦穴を 1 箇所ずつ計 2 箇所 1 本ごとに掘り、底に所定の肥料を入れ、覆土

する。縦穴の深さは 20cm 程度とする。 

２）追肥は、生垣の両側に平行に深さ 20cm 程度のみぞを掘り、溝底に所定の肥料を敷き込み覆土

する。樹勢の強弱により施肥量を増減する。 

３）縦穴、溝の位置は細根の密生部分よりやや外周とする。 

３．中低木施肥 

１）１本立ち及び小規模な寄植えの場合、輪肥・壺肥を主体とし、使用する施肥の標準的な施肥量

について、肥料、施肥の種類（寒肥、追肥等）及び各樹木の特性に応じてもっとも効果が期待

できるよう、施肥量について業務責任者が判断して行う。 

(1)輪肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に深さ 20ｃｍ程度の溝を輪状に掘り、

溝底に所定の肥料を平均に敷き込み覆土する。溝掘りの際、とくに支根を傷めぬよう注意し、

細根の密生している場合は、その外側に溝を掘る。 

(2)壺肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に放射線状に縦穴を掘り、穴底に所定

の肥料を入れ覆土する。縦穴の深さは 20cm 程度とする。 

２）列植の場合、生垣施肥に準ずる。 

３）群植、大規模な寄植えの場合、有機質肥料については、1 ㎡当たり 3 箇所の縦穴を掘り、底に

所定の肥料を入れ覆土する。化成肥料については、植込内に均一に散布する。 

 

第２２条 中低木病虫害防除工（薬剤散布） 

中低木病虫害防除工は、本仕様書 15 条芝生病虫害防除工（薬剤散布）に準じて行う。 

 

第２３条 中低木灌水工 

中低木灌水工は、本仕様書第 16 条芝生灌水工に準じて行う。  

 

第２４条 中低木雑工・中低木巡回工（巡回作業・雑作業） 

１． 低木雑工については業務責任者の判断する作業（ササ刈等）を実施するものとする。 

２． 中低木巡回工にて、植木手入れやその業務責任者が判断する管理作業を行う。 

３． 中低木巡回工にて、植木手入れ補助・支障木手入れやその他調査職員等の指示による管理作業

を行う。 

４． 中低木補植を行う際は、以下の項目に留意すること。 

１）樹高 300cm 未満の樹木を対象とする。 

２）植栽を実施するにあたり、土壌改良材を投入する場合は、埋め戻し土壌とよく撹拌して混入す

るものとする。 
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５． マルチングを行う際は、以下の項目に留意すること。 

１）マルチング材は所定量をむらなく均一に敷き均すものとする。 

２）使用するマルチング材及び敷き均し量、厚さについては業務責任者が判断し、定めるものとす

る。 

 

- 別紙 98 -



9 

 

第４章 高木管理 

第２５条 管理水準 

花修景としての景観を維持するための剪定や樹形の管理、緑陰機能や遮蔽機能を維持するため剪定や

樹形の管理、自然木としての機能等、それぞれの高木の機能を発揮・維持できるよう管理すること。 

対象範囲は、別添 38「高木管理区域図」を参照とすること。 

 

第２６条 高木剪定工 

１．一般事項 

１）樹形の骨格づくり、樹形の整形、混み過ぎによる病害虫及び枯損枝の発生防止等を目的として、

枝おろし、枝すかし、ふところすかし、切詰め、枝抜き、切返し、枝はさみ、枝うち、枝かき

等の剪定方法を、樹種、形状及び選定の種類に応じてもっとも適切な方法により行う。 

２）樹姿及び樹形の仕立て方は、特に修景上、規格形にする必要がある場合を除き、自然形に仕立

てる。 

３）剪定に当たっては、下枝の枯死を防ぐために原則として上方を強く、下方は弱く、また南側等

の樹勢の強い部分は強く、北側等樹勢の弱い部分は弱く剪定する。 

４）不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」は原則として行わない。 

５）花木対は花芽の分化時期と養生位置に注意して剪定する。 

６）剪定した枝葉は、まとめて速やかに処理するとともに樹木周辺をきれいに清掃する。 

７）剪定にあたっては、樹木単体だけでなく、公園として望ましい植栽景観づくりを視野に入れて、

望ましい樹形の確保に努める。 

８）公園の景観維持及び樹木の生態等に支障があり、剪定だけでなく間伐の必要が生じた場合には、

調査職員等に報告するものとする。 

９）自動車園路や自転車園路等の公園利用者の動線上の高木については、支障枝、枯枝等を適切に

除去し、落ち枝等によるけがなどないよう努めること。 

１０）調査職員等の指示する景観上重要な樹木については、樹形の維持及び眺望の確保に努めるこ

と。 

２．弱剪定 

１）弱剪定とは枯枝、平行枝、徒長枝等樹木の生育上好ましくないものを樹木本来の形、枝張りの

バランス等を考慮しつつ切除することをいう。 

２）主として剪定すべき枝は、1）枯枝 2）成長の止まった弱小の枝 3）著しく病害虫におかされて

いる枝 4）通風、採光、架線、人車の通行等の障害となる枝 5）折損によって危険をきたす恐

れのある枝 6）樹冠、樹形及び生育上不必要な枝である。 

３）病害虫枝、障害枝は全体の樹形を考慮しつつ剪定する。 

４）枝、弱小枝等はその枝の付け根から少し距離をおいて切りとる。 

５）園路沿い等の並木については特に高さ、葉張り、下枝高さ等の樹形の統一を図りつつ剪定する。 

３．強剪定 

１）強剪定とは弱選定に加えて、樹形の整姿を目的として主枝及び主枝に準ずる枝の切除を行うこ

とをいう。 

２）芯は原則として止めない。やむを得ず摘芯する場合は、これに代わる別の芯を仕立てる。 
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３）古枝の先端部が大きなこぶとなっているもの、また割れ、腐れ等がある場合は、古枝の途中に

良い方向の新生枝を見つけ、その部分から先端部を切り取り、若い枝と切返すものとする。 

 

第２７条 ヤゴ取り工 

ヤゴ取りは、やご（ひこばえ）、幹ぶき（胴ぶき）を剪定鋏、鋸等で剪定するものとする。 

 

第２８条 高木施肥工 

使用する施肥の使用量については、施肥の種類（寒肥、追肥等）及び各樹木の特性に応じてもっとも

効果が期待できるよう、業務責任者が適切に判断して行うものとする。 

１）輪肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に深さ 20ｃｍ程度の溝を輪状に掘り、

溝底に所定の肥料を平均に敷き込み覆土する。溝掘りの際、とくに支根を傷めぬよう注意し、

細根の密生している場合は、その外側に溝を掘る。 

２）車肥：樹木主幹から車輪の輻のように放射線状に溝を掘る。溝は外側に遠ざかるにつれて幅を

広く、かつ深く掘り、溝底に肥料を平均に敷き込み覆土する。溝の深さは 15～20cm 程度、長

さは葉張りの 3 分の 1 程度とし、溝の中心部分が葉張り外周線の下にくるように掘る。 

３）壺肥：樹木主幹を中心に、葉張り外周線の地上投影部分に放射線状に縦穴を掘り、穴底に所定

の肥料を入れ覆土する。縦穴の深さは 20cm 程度とする。 

４）移植後 1 年以内の樹木及び剪定直後の樹木で、葉張り外周線の不明の樹木については、溝及び

穴の中心線が樹幹中心より根元直径の 5 倍にくるように掘る。 

 

第２９条 高木病虫害防除工（薬剤散布） 

高木病虫害防除工は、本仕様書 15 条芝生病虫害防除工（薬剤散布）に準じて行う。 

 

第３０条 高木灌水工 

 高木灌水工は、本仕様書第 16 条芝生灌水工に準じて行う。   

 

第３１条 枯損木撤去工 

１．公園内の景観維持や、倒木等による不測の事態から公園利用者に対する安全を確保するため、

常に公園内を観察し、枯損木や樹勢が低下し倒木する恐れが高い高木を発見した場合には速や

かに調査職員等と協議し、伐採すること。 

２．伐採に当たっては、公園利用者や施設等に影響が無いように注意して作業を行うこと。  

 

第３２条 高木雑工・高木巡回工（巡回作業・雑作業） 

１． 高木雑工については、業務責任者の判断する作業（サクラ伐採除根、資材運搬、堆肥切り返し

等）を実施するものとする。 

２． 高木巡回工にて、植木手入れやその他業務責任者の判断する管理作業を行う。 

３． 高木巡回工にて、サクラの手入れ・生垣整理やその他業務責任者の判断する管理作業を行う。 
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第５章 草地管理 

第３３条 管理水準 

草地性植物の生育環境を保全するため自然の状況に配慮しつつ、利用者が不快にならない程度に景観

性を保つよう管理すること。 

対象範囲は別添 39「草地管理区域図」を参照とすること。 

なお、対象範囲のうち、境界柵周辺、ため池堤体等の林地部分に係る除草作業については、別途国事

務所が発注予定であるが、具体的な除草箇所等については調査職員等及び除草作業受託者と協議するこ

と。 

 

第３４条 草地除草工 

１． 草地内にあるごみ、空き缶等障害物はあらかじめ取り除くものとする。 

２． 案内板、消火栓、電話ボックス等の施設が公園利用者によく見えるよう特に注意して刈り取る

ものとする。 

３． 刈草は、調査職員等の指示する箇所に運搬集積し、速やかに処理するとともに、刈跡はきれい

に清掃するものとする。 
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第６章 花壇管理 

第３５条 管理水準 

公園利用者を出迎えるシンボル的空間等に配置しており、冬季以外のシーズンを通して見頃となるよ

う管理すること。 

対象範囲は、別添 40｢花壇管理区域図｣を参照とすること。 

 

第３６条 花壇植栽工 

１． 植栽前の前花は抜根撤去とし、根に付着した土は取り除くこと。その後に、地ごしらえをし、

植栽すること。 

２． 抜き取った草花は所定の箇所に運搬・堆積するものとする。 

 

第３７条 花壇施肥工 

１． 元肥は、花壇面に指定の施肥量を均一にまき、くわ、シャベル等により床上の中によくすき込

む。 

２． 追肥は肥料の種類及び植物の生育状況に応じ、もっとも効果的な方法により行う。 

 

第３８条 花壇巡回工（巡回作業） 

１． 花壇巡回工にて、耕耘、病中害防除やその他業務責任者の判断する管理作業を行う。 

２． 花壇巡回工にて、花がら摘み、ピンチ（切り戻し）、摘心、除草、誘因、枯葉除去やその他業

務責任者の判断する管理作業を行う。 

３． 灌水は天候、土壌状態に注意し、無駄なく、しかも時期を失しないよう行う。 

４． 灌水は花苗を傷めないよう丁寧に行い、根に十分水がゆきわたるよう浸透させる。 

- 別紙 102 -



13 

 

第７章 花畑管理 

第３９条 管理水準 

本公園における最も重要な修景施設であり、大型主催イベントに連携した花の演出が行えるよう管

理すること。 

対象範囲は、別添 41｢花畑管理区域図｣を参照とすること。 

 

第４０条 花畑材料一般 

１． 花苗は発育良好で病害虫に侵されていないものとし、あらかじめ植え出しに耐えるよう栽培さ

れ、細根の多く発生している徒長していない均一な型姿のものを使用する。 

２． 球根はよく充実し、傷がなく、病害虫に侵されていないものとする。 

 

第４１条 花畑耕耘工 

１． 古株雑草等は根より掘り起こし、土を払った後、指定箇所に運搬処理する。 

２． 草花面は床土をシャベルまたはトラクター等により 20～30cm 程度まで掘り起こし、よく反転

した後、大きいゴロ土やゴミを取り除き、凸凹のないよう一様にならす。 

３． 肥料を施す場合には、指定の施肥量を、草花面に均一にまき、くわ、レーキ等により床土とよ

く混合する。 

 

第４２条 花畑植栽工 

１． 花苗、球根の植えつけの際のデザインについては、調査職員等と協議の上決定し、草花面にあ

らかじめヒモ又は石灰等でデザインを下取りし、所定の苗数を密度にむらのないようしっかりと

植えつける。 

２． 植えつけ後、よく灌水し、傾いたり、根が浮き上がるなど、植え付けが確実でないものは植え

なおしする。 

３． 深さ、播種間隔、播種時期等については業務責任者の判断により決定し、人力播種機等により

播種を行い、必要に応じて覆土する。施工後十分な灌水及び養生を行う。 

 

第４３条 花畑除草工 

人力による抜根除草とし、根に付着した土を除いた後、所定の箇所に運搬・堆積するものとする。 

 

第４４条 花畑刈込工 

１． 株の葉部のみ、あるいは地際から刈り取る。ただし、表土が流れる恐れがある箇所の刈込み及

び施工時期について十分注意して決定する。 

２． 刈取った草花は、きれいに収集し、清掃した上で、調査職員等の指示する場所に運搬・堆積す

る。 

 

第４５条 花畑施肥工 

１． 元肥は、花壇面に指定の施肥量を均一にまき、くわ、シャベル等により床上の中によくすき込

む。 
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２． 追肥は肥料の種類及び植物の生育状況に応じ、業務責任者の判断により、もっとも効果的な方

法により行う。 

 

第４６条 花畑病虫害防除工（薬剤散布） 

花畑病虫害防除工は、本仕様書 15 条芝生病虫害防除工（薬剤散布）に準じて行う。 

 

第４７条 花畑雑工・花畑巡回工（巡回作業・雑作業） 

１． 花畑雑工については業務責任者の判断する作業（花がら摘み、ピンチ、摘心、誘引、ロープ柵

設置・撤去等）を実施するものとする。 

２． 花畑巡回工については業務責任者の判断により、通常の作業とは異なる巡回作業及び雑作業

（育苗、堀上、補植、移植、株分け等）を実施するものとする。 

３． 花畑巡回工にて、資材･発生材運搬及び灌水等に伴う車両運転、耕耘、スプリンクラー設置・

撤去、プランター（テラコッタ）設置・撤去、薬剤散布、株分け、花苗植付けに伴う割付、柵及

び鉄ピンの設置・撤去やその他業務責任者の判断する管理作業を行う。 

４． 花畑巡回工にて、花がら摘み、ピンチ、摘心、除草、誘引、支柱設置、枯葉除去、落ち葉撤去、

土壌改良剤散布、地拵え、花苗植付けに伴う割付補助、花苗・球根植付、補植・移植、軽微な灌

水、間引き、１年草抜取・刈取、球根堀上げ、資材･発生材運搬及び灌水等に伴う車両運転補助、

柵及び鉄ピンの設置・撤去補助、マルチングやその他業務責任者の判断する管理作業を行う。  
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第８章 草花管理 

第４８条 管理水準 

花畑や花壇の植栽と連動し、冬季以外のシーズンを通じて鑑賞できるよう管理すること。 

スイセン畑については、適切な育成環境を維持し、確実に株分けできるよう管理すること。 

対象範囲は、別添 42｢草花管理区域図｣を参照とすること。 

 

第４９条 草花除草工 

１． 人力による抜根除草とし、根に付着した土を除いた後、調査職員等の指定する箇所に運搬処分

するものとする。 

２． 除草に際しては、草花の根を損傷しないよう十分に配慮するものとする。 

 

第５０条 草花施肥工 

施肥は肥料の種類及び植物の生育状況に応じ、業務責任者の判断により、もっとも効果的な方法によ

り行う。 

 

第５１条 草花補植 

補植にあたっては、補植の箇所について調査職員等と協議しその指示に従うものとし、その一連の作

業を適切に実施するものとする。 

 

第５２条 草花防除工（薬剤散布） 

草花病虫害防除工は、本仕様書 15 条｢芝生病虫害防除工（薬剤散布）｣に準じて行う。なお、スイセ

ンについては、調査職員等と協議しその指示に従うものとする。 

 

第５３条 草花雑工・草花巡回工（巡回作業・雑作業） 

草花雑工・草花巡回工（巡回作業・雑作業）については、花畑雑工・花畑巡回工（巡回作業・雑作業）

に準じ、業務責任者の判断による作業を実施する。 
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第９章 特殊管理 

第５４条 対象 

本章は、芝生管理、中低木管理、高木管理、草地管理、花壇管理、花畑管理、草花管理が対象とする

植物管理以外の、なし園管理、リサイクル工及びカブトムシドーム管理について適用する。 

対象範囲は、別添 43「特殊管理区域図」を参照とすること。 

なお、なし園管理の詳細については、別添 44｢なし園管理マニュアル（案）｣を準拠して実施すること。 

 

第５５条 園の管理水準 

樹勢を健全に保ち、花を多めに咲かせること。また、果実の数の確保に努め、公園利用者を対象とし

て８月～９月に実施するなしのもぎ取り体験が行えるようにナシを生育すること。 

 

第５６条 霜害対策 

４月中旬（開花期）に、遅霜による花序の組織破壊を防止し果房の結実数を確保するために、別添 44

「なし園管理マニュアル（案）」のなしの霜害対策実施判断基準に基づき霜害対策を実施する。 

 

第５７条 受粉 

4 月中旬（開花期）～5 月上旬に、受粉を促し着果数を確保するために、西洋ミツバチの巣箱を設置

する。ミツバチの巣箱を設置している期間は、公園利用者が立ち入らないよう措置を講じること。 

 

第５８条 なし摘果工 

１． 摘果は、受粉終了後 15 日頃からを目安として、生育状況等を勘案し、施工する。 

２． 切り落とした果実は、病害虫の温床となるため、ナシ園内に残さないようにリサイクルセンタ

ーへ運搬処分する。 

 

第５９条 なし剪定工 

１． 夏季剪定（新梢整理）は、伸ばす新梢は誘引し、品種により徒長枝の剪定又は誘引を行うため

に 7 月下旬に実施する。ただし、樹勢衰退を防止するため十分生育状況を観察し、施工の是非を

判断すること。 

２． 冬期剪定は、枝の剪定・誘引・花芽の整理を行うために落葉直後から年内にかけて実施する。 

３． 切り落とした枝は、病害虫の温床となるため、ナシ園内に残さないようにリサイクルセンター

へ運搬処分する。 

 

第６０条 なし防除工 

病害虫防除のために、常に樹木の状況を観察し、病害虫の早期予防散布につとめ、過去の病害虫防除

歴を参考に適宜散布する。施工は閉園日、開園時間外に実施すること。 

 

第６１条 なし芽袋かけ工 

黒斑病等の予防のため袋掛け（大袋）を行う。果実の生育状況を考慮し、気温が高くならない 5 月下

旬～6 月上旬に実施する。 
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第６２条 鳥獣被害防止 

  カラスによるなしの食害を防止するための防鳥ネットの設置や、マミ（アナグマ）等による食害を防

止するため、側面ポリエチレンネット内側に電気牧柵器・ワイヤー（2 段・夜間通電）で囲む等、必要

な措置を行う。 

 

第６３条 なし灌水工 

干ばつがひどい場合には、スプリンクラーにより灌水を行うこと。 

 

第６４条 なし除草工 

１． 害虫の温床となる雑草を適宜除草する。８月～９月は、なしのもぎ取り体験等で公園利用者を

入れる前に刈るように調整すること。 

２． 樹木の根際、柵類の廻り等、機械刈の不適当な場所又は不能な場所は手刈で行う。刈り取った

茎葉は、果樹園内に残さないようにリサイクルセンターへ運搬処分する。 

 

第６５条 収穫 

収穫期には、果実を適期に収穫する。ただし落果があるとスズメバチ等が来るため、落果の処理を徹

底すること。 

 

第６６条 なし施肥工・土壌改良工 

１． 年４回程度、肥料切れや翌年への貯蔵養分の蓄積を促進するとともに樹勢回復を図るために、

幹周りに環状で人力にて肥料を地表散布する。 

２． １月に深さ 50ｃｍ、幅 60ｃｍの溝を掘り、枯草及び落葉を埋没するとともに、土壌改良材・

肥料を現地土と十分撹拌し埋め戻す。なお、溝の方向は年度毎に考慮して施工すること。 

 

第６７条 リサイクル工 

１． 園内で発生した全ての植物性発生材については、リサイクルするものとする。製造したリサイ

クル品については、全て園内で使用する。 

２． 堆肥づくりは、落葉や芝刈屑、チップ等を原材料として植栽地の土壌改良等を目的として行う

ものとし、堆肥製造過程における温度管理や水分管理、熟成期間等の管理基準や切り返し方法、

使用機械については、まとめて調査職員等と協議した上で決定するものとする。 

３． チップづくりは植栽地のマルチング材、園路、遊び場のクッション材、堆肥化の原材料等とし

て使用するために行うものとし、粒度や形状等の品質基準や使用目的、使用機械、チップ化を実

施する場所等については、調査職員等の指示によるものとする。 

実施に先立ち、マルチング材やクッション材等、公園利用者が直接触れるチップについては、

試験施工等により、粒度や形状の安全性についてまとめて調査職員等の承諾を得るものとする。 

 

第６８条 カブトムシドーム管理工 

１． カブトムシドームは、カブトムシを主体として園内に生息する昆虫を飼育し、適正な期間に公

園利用者に公開するものである。 
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２． 公開期間は、カブトムシ等が成虫となる時期とし、７月初旬～８月初旬頃を予定しているが、

公開期間に当たっては調査職員等と協議すること。 

３． 飼育に当たっては、園内で発生するチップ材を用いるものとし、幼虫の飼育に必要なチップ

を適正な期間で入れ替えるものとする。 

４． 飼育期間中は、生息するための餌や、水分管理、日照管理を適切に行ない、生息しやすい環

境の確保に努めること。 

５． 猪や狸、カラスなどの鳥獣被害から守るために、必要に応じて対策を講じること。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

本規定書は、国営備北丘陵公園の一元的な運営維持管理を進めるにあたり公園利用者サー

ビス向上のために必要な収益施設である駐車場、レンタサイクル施設、飲食施設、物販施設、

キャンプ場、自動販売機、コインロッカー等の収益施設管理運営業務及び自主事業を実施す

る上での基本的事項を定めたものである。 

 

本業務は、施設等運営者の申請に基づき都市公園法第５条、第６条又は第１２条による許

可を得て行うものであり、施設等運営者の創意と工夫により質の高いサービスを独立採算で

提供する一方、別途責任分担表で規定している事項を除き、公園施設の安全管理、衛生管理

など管理上の責任を一切負うものである。 

 

施設等運営者は、都市公園法第５条、第６条又は第１２条による収益施設等の管理の許可

を得るに当たり、本規定書を参考に管理運営要領を作成し許可を得ることとなるため、本規

定書のみでなく、過年度の安全管理、衛生管理、運営方法等を十分に把握した上で、現地を

入念に確認し、自らの経験、知見に基づき、施設等運営者自らの責任において最も適切なも

のを作成しなければならない。 
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第１編第１編第１編第１編    国営国営国営国営備北丘陵備北丘陵備北丘陵備北丘陵公園公園公園公園収益施設収益施設収益施設収益施設等等等等管理運営規定書管理運営規定書管理運営規定書管理運営規定書    

第１章第１章第１章第１章    総則総則総則総則    

第１条 履行場所及び履行期限 

１．履行場所 

施設名称 国営備北丘陵公園 

所在地  〒727－0021 広島県庄原市三日市町 4－10 

敷地面積 338.8ha注） 

   注）対象地域は国営備北丘陵公園（以下、「本公園」という。）の供用区域であり、その

面積は、平成24年4月現在338.8haである。 

 

 ２．対象施設 

１）収益施設施設の許可対象施設は、以下に示すとおりである。 

許可面積120,593.7㎡（予定） 

位置及び管理区分等については、別添45｢収益施設等位置図｣に示す。 

 

■対象となる収益施設 

公園施設の名称 許可面積（㎡）等 備考 

1 駐車場 

① 第１駐車場 12,180.2  

② 第２駐車場 21,912.4  

③ 第３駐車場 3,586.6  

④ 第４駐車場 3,840.8  

⑤ 第５駐車場 19,466.6  

⑥ 第６駐車場 2,857.3  

⑦ 第７駐車場 3006．0  

⑧ 大型駐車場 5,191.4  

2 

レンタサイクル施

設 

① 中入口サイクリングセンター 192.0  

② 北入口サイクリングセンター 410.5 部分許可 

3 飲食施設 

① 中入口食堂「中の茶屋」 227.4  

② 芝生広場休憩所レストラン「湖畔レストハウス」 252.1 部分許可 

③ エントランスセンター国兼レストラン｢レストラン国兼｣ 322．2 部分許可 

④ 

エントランスセンター国兼軽食コーナー｢軽食きゅうく

ん｣ 

134.8 部分許可 

4 物販施設 

① 中入口売店｢ランバス｣ 11８.6 部分許可 

② エントランスセンター国兼売店｢売店はなちゃん｣ 123.2 部分許可 

③ エントランスセンター国兼倉庫 51.8 部分許可 

5 自動販売機 
① 公園内 14 ヶ所 25.0   

6 コインロッカー 
① 公園内３ヶ所 2.3   
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備北オートビレッジ（キャンプ場） 

区  

分 

名  称 施設内容 

全体許可 

面積（㎡) 

内建物面積（㎡) 

 (建築面積）  

内敷地面積 

（㎡） 

備   考 

備

北

オ

ー

ト

ビ

レ

ッ

ジ 

管理センター 1 棟 314.5 314.5 － 部分許可 

駐車場 2 箇所 

1,051.0 － 1,051.0   

782.0      

管理棟・駐車場小計 2,147.5 314.5 1,051.0   

一般カーサイト(上側） 

一般カーサイト １３区画 

7,142.0 

－ 

6,976.7 

 

共同利用施設(A） １棟 165.3  

細園路含む －  

一般カーサイト(下側） 

一般カーサイト ２５区画 

11,584.0 

－ 

11,253.4 

 

共同利用施設(A） ２棟 330.6  

一般カーサイト小計 18,726.0 496.0 18,230.0  

キャンピング 

カーサイト 

キャンピングカーサイト １３区画 

7,242.0 

－ 

7,055.7 

 

共同利用施設(A） １棟 165.3  

常設トレーラー １基 21.0  

フリーサイト 

フリーサイト 21 区画程度 

3,802.0 

－ 

3,702.0 

 

共同利用施設(B) 1 棟 100.0  

階段含む －  

キャンピングカーサイト・フリーサイト小計 11,044.0 286.3 10,757.7  

コテージサイト 

（カーサイト側） 

コテージ（D） ７棟 

2,004.0 

293.3 

1,650.0 

 

シャワー棟 １棟 60.7  

コテージサイト 

（カーサイト側） 

コテージ（A） ２棟 

1,635.0 

108.3 

1,433.3 

 

コテージ（B） １棟 42.9  

コテージ（E)  １棟 50.5  

コテージサイト 

（カーサイト側） 

コテージ身障者（A）１棟 328.0 61.4 266.6 

 

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（D)  １棟 

904.0 

41.9 

800.7 

 

コテージ身障者（B）１棟 61.4  

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（C)  １棟 398.0 41.9 356.1 

 

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（C)  ２棟 717.0 83.8 633.2 

 

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（C)  ２棟 1,160.0 83.8 1,076.2 

 

コテージサイト小計 7,146.0 929.8 6,216.2  

キャンプ場利用者用園路 6,323.0 － 6,323.0 

繁忙期のフ

リーサイト利

用者用駐車

場を含む 

キャンプ場利用者用園路 1,299.0 － 1,299.0   

園路小計 7,622.0 － 7,622.0  

附帯施設 

ゲート ２基  4.0 － 4.0  

キャンプファイヤーサークル１基 3.0 － 
3.0 

 

附帯施設小計 7.0 － 7.0  

合   計 46,692.5 2,026.6 43,883.9  

２）自動販売機及びコインロッカーの設置場所及び設置台数は施設等運営者の提案とする。 
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３）収益施設の運営にあたり上記箇所以外に許可区域が必要となる場合は、都市公園法第５

条の許可を得る時点で協議すること。 

 

３．履行期限 

管理運営期間は、平成 25 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までとするが、収益施設の現

任施設等運営者あるいは収益施設の次期施設等運営者への引継ぎに際し、期間を変更する

ことがある。ただし、期間の変更により発生する売上額の減少等損失について、中国地方

整備局は補償しない。 

施設等運営者は、収益施設等管理運営業務 （以下「本業務」という。）が適正かつ円滑に

実施できるよう収益施設の現任施設等運営者から業務開始日までに必要な引継ぎを受け、

開業に備えなければならない。 

 

第２条 基本事項 

本公園の一元的な運営維持管理を進めるにあたり公園利用者サービス向上のために必要な収

益施設である駐車場、レンタサイクル施設、飲食施設、物販施設、キャンプ場、自動販売機、

コインロッカー等の収益施設管理運営業務及び自主事業からなる本業務は、都市公園法第5 条、

第６条又 は第 12 条の手続きを行った上で実施しなければならない。 

 

第３条 本業務の目的 

本業務は、本公園内に設定された許可区域内の収益施設の管理運営を行うこと、また、公園

の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により行う行催事や繁忙期における臨時物販

施設等の自主事業を行うことを目的とする。なお、本業務の実施に際して施設等運営者は、以

下に掲げる本公園の設置目的や基本テーマ、基本理念及び基本方針、本公園全体のゾーン構成

等を十分に理解した上で、本公園内で実施される他の維持管理業務と連携しながら、創意工夫

やノウハウを積極的に発揮し、公園利用者及び施設利用者が求める多様なニーズに対して質の

高いサービスの提供で応えることで、本業務の遂行に努めなければならない。 

本公園の設置目的、基本テーマ、基本方針、公園全体エリア構成は以下のとおりである。 

１）基本テーマ 

「ふるさと・遊び」 

２）基本理念 

設置目的を果たすために下記を基本理念とする。 

(1)緑豊かな自然へのいざない 

(2)中国地方の歴史や文化とのふれあい 

(3)多様なレクリエーションへのしたしみ 

(4)周辺環境とのつながり 

３）基本方針 

基本理念をより具体化するために下記の 5つを基本方針とする。 

(1)国兼池を中心とした湖畔景観や、丘陵景観等の自然を生かした公園 

(2)中国地方の古い文化の継承や、新しい文化をはぐくむことのできる公園 
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(3)四季にわたる多様なレクリエーションに対応できる公園 

(4)中国地方の全域から利用できる公園 

(5)地域とのふれあいのできる公園 

４）構成ゾーン 

 (1)中入口センターエリア (2)ひばの里 (3)つどいの里 (4)水辺の里国兼池 

 (5)星の里（6）北入口センターエリア（7）みのりの里（8）いこいの森 

 

第４条 用語の定義 

本規定書にて使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

１）「中国地方整備局」とは、国営公園の管理主体者であり、H25－H27 国営備北丘陵公園運

営維持管理業務の発注者のこと。 

２）「収益施設」とは、利用料金の徴収や売上金を得て事業者の収入とするために事業者が実

施する事業の対象となる施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭和

31 年政令第 209 号）第 20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を

納めることが必要となる場合がある。 

３）「自主事業」とは、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、監督職員と事前に協議し、

都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第 5 条、第 6 条又は第 12 条に基づく許可を受け

た上で、事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採算により臨時の飲食・物販施

設の運営や行催事を行う事業のこと。 

４）「施設等運営者」とは、収益施設の管理運営及び自主事業に関する許可を受けた事業者の

こと。 

５）「監督職員」とは、中国地方整備局として本業務を監督する職員のこと。 

６）「運営維持管理業務受託者」とは、H25－H27 国営備北丘陵公園運営維持管理業務を受託

した事業者のこと。 

７）「収益施設等運営業務責任者」とは、施設等運営者として第 2 編国営備北丘陵公園収益

施設等管理運営個別規定書に記載されている本業務全体を監理する者のこと。 

８）「施設担当責任者」とは、施設等運営者として各収益施設を個別に監理する者であり、主

に各収益施設の利用指導や事故報告等を担当する業務従事者のこと。 

９）「公園利用者」とは、公園を利用する者のこと。 

10）「施設利用者」とは、収益施設を利用する者のこと。 

11)「必須施設」とは、公園の開園日時に常時営業する施設のこと。 

12)「裁量施設」とは、公園の開園日時内で事業者が運営日時を設定することが可能な施設の

こと。 

13）「許可区域」とは、本業務の管理運営を許可された範囲内のこと。 

14）「管理施設」とは、許可区域内にある建築躯体及び建築設備等施設のこと。 

15）「管理備品」とは、本業務の実施に必要な機器備品類で、あらかじめ許可区域内に設置さ

れているもののこと。 

16）「特定備品」とは、本業務の実施に必要な厨房器具、什器及び運営に必要な設備等機器備

品類で、施設等運営者が持ち込んだもののこと。 
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17）「指示」とは、中国地方整備局又は監督職員が施設等運営者に対し、業務の遂行上必要な

事項について書面をもって示し、実施させること。 

18）「承諾」とは、施設等運営者が中国地方整備局又は監督職員に対し、書面で申し出た業務

の遂行上必要な事項について、中国地方整備局又は監督職員が書面により業務上の行為

に同意すること。 

19)「通知」とは、中国地方整備局又は監督職員が施設等運営者に対し、又は施設等運営者が

中国地方整備局若しくは監督職員に対し、業務に関する事項について書面を知らせるこ

とをいう。 

20）「協議」とは、本規定書の協議事項等について、中国地方整備局又は監督職員と施設等運

営者が対等の立場で合議すること。 

21）「確認」とは、本規定書に示された事項について、臨場若しくは関係資料によりその内容

について本規定書との適合を判断すること。 

22）「提出」とは、施設等運営者が中国地方整備局又は監督職員に対し、業務に係わる事項に

ついて書面またはその他の資料を説明し、差し出すこと。 

23）「報告」とは、施設等運営者が監督職員に対し、業務に係わる事業について書面をもって

知らせること。 

24）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名または捺印し

たものを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールに

より伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。電子納品を行

う場合は、別途監督職員と協議するものとする。 

25）「利用料金」とは、収益施設の使用やそれに伴うサービスの対価として、施設利用者から

徴収する料金のこと。 

26）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、

施設等運営者が中国地方整備局に納める公園の土地または建物の使用にかかる料金のこ

と。 

27）「建物使用料及び土地使用料」とは、本公園の土地または建物を使用して臨時的な飲食・

物販施設等を設置する場合に、「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの基準に

ついて」（昭和 33 年蔵管第 1 号）に基づき中国地方整備局から金額を通知し、施設等運

営者が中国地方整備局に納める料金のこと。但し、公共性の高い行催事を三次河川国道

事務所等との共催により行う場合は、建物使用料及び土地使用料は不要となる場合があ

る。 

28）「修繕」とは、施設若しくは設備又は備品等の劣化した部分又は部材について、性能又は

機能を原状あるいは事実上支障のない状態まで回復させること。 

29）「軽微な修繕」とは、電球等の交換や壁紙の一部補修等、市販の交換品や補修材を使用し

て専門の業者に委託することなく対応可能な修繕行為のこと。 

30）「改修」とは、施設の性能又は機能を従前より向上させる措置を行うこと。 

31）「保守」とは、施設若しくは設備又は備品等の必要とする性能または機能を維持する目的

で行う消耗品または材料の取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な作

業を行うこと。 
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32）「点検」とは、施設若しくは設備又は備品等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べること

をいい、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含む。 

 

第５条 許認可申請等 

１．施設等運営者は、中国地方整備局に都市公園法第５条、第６条又は第１２条に基づく許可

申請を行うものとする。基本的には、「H25―27 国営備北丘陵公園運営維持管理業務民間競

争入札実施要項 ４．入札に参加する者の募集に関する事項」に基づき提案される「収益

施設運営計画書」及び本規程書に記載されている条件によるものとする。ただし、申請さ

れた事業内容が本公園の利用にふさわしくない場合等、その実施を許可しない場合がある。 

２．間取りの変更や増築等面積の変更、建物躯体に影響を及ぼす造作等大規模な改修等、許可

の変更を要する場合は、監督職員と協議の上、管理許可の変更申請を行う。さらに、業務

を完了する場合は廃止に係る手続きを行うものとする。 

３．施設等運営者は、実施する事業に係る許認可等各種法令で必要な許可の取得や届出につい

ては、所定の期日までに施設等運営者の責任で行うものとする。また、業務を完了する場

合は廃止に係る手続きを行うものとする。 

 

第６条 法令等の遵守 

施設等運営者は、業務の履行に当たり本規定書及び中国地方整備局又は監督職員の指示に従

うほか、法令の規定を遵守しなければならない。 

 

第７条 準拠規定 

本業務の遂行にあたっては、次の各号に掲げる基準等に準拠する。 

１）都市公園法 

２）建築基準法 

３）消防法（消防庁） 

４）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

建築物環境衛生管理基準（厚生労働省） 

５）水道法 

６）電気事業法及びこれに基づく政令等 

７）高圧ガス保安法 

８）ボイラー及び圧力容器安全規則 

９）食品衛生法 

10）官公法 

11）下水道法 

12）浄化槽法 

13）環境基本法 

14）大気汚染防止法 

15）水質汚濁防止法 

16）騒音規制法 
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17）振動規制法 

18）悪臭防止法 

19）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

20）地球温暖化対策の推進に関する法律 

21）リサイクル法（容器包装リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法） 

22）エネルギー使用の合理化に関する法律 

23）温泉法 

24）公衆浴場法 

25）旅館業法 

26）風俗営業法 

27）鉄道法 

28）建設業法 

29）労働基準法、労働安全衛生法 

30）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 

31）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

32）移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 

33）移動等円滑化の促進に関する基本方針 

34）都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 

35）公園のユニバーサルデザインマニュアル 

36）原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版） 

37）建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

38）個人情報の保護に関する法律 

39）遺失物法 

40）国有財産法、会計法、会計検査院法、国の債権管理等に関する法律 

41）都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版） 

42）その他、関係諸法令 等 

 

第８条 施設等運営者の義務 

１．本業務は、施設等運営者の申請に基づき都市公園法第５条、第６条又は第１２条による公

園施設等の管理の許可を得て行うものであり、事業者の創意と工夫により質の高いサービ

スを独立採算で提供する一方、別途責任分担を規定している場合を除き、公園施設の安全

管理、衛生管理など管理上の一切の責任を負うものである。 

２．施設等運営者は、常に公園利用者及び施設利用者の安全に配慮するとともに、施設等運営

者の責任において常に施設を含む周囲の観察を行い、本業務について善良なる管理者の注

意をもって実施する義務を負うものとする。 

3．異常を確認した場合、安全の確保に最優先とした臨機の対応をとるとともに、速やかに監督

職員に報告しその指示に従わなければならない。 

4．施設等運営者は、施設が国営公園内にあることを鑑み、その公共性に十分配慮すると共に、

国営備北丘陵公園設置の意義を踏まえて行動すること。 
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５．施設等運営者は、中国地方整備局が行う安全管理行為（例：緊急安全点検、防災訓練、安

全パトロール、消防訓練等）への参加・協力・実施等、中国地方整備局の求めに応じて、

積極的に協力しなければならない。 

６．施設等運営者は、中国地方整備局が行う各種会議等（例：公園に関する会議、監査・検査、

視察、式典等）への参加・協力・実施や中国地方整備局や運営維持管理業務受託者の求め

に応じて、積極的に協力しなければならない。 

７．施設等運営者は、監督職員から公園に関する調査、または作業の指示等があった場合には、

誠実かつ積極的な対応を行うこと。 

８．管理運営要領の策定及び管理運営に際して、運営維持管理業務受託者と相互連携を保ち、

適切に進捗管理を行いつつ実施しなければならない。また、管理運営に際しては、別添 20

「国営備北丘陵公園利用指導・利用サービスマニュアル（案）」を参考とし、適正な利用指

導及び利用サービスに努めること。 

９．施設等運営者は、本業務の実施にあたって、常に中国地方整備局及び監督職員と密接な連

絡をとり、本業務の目的の達成を図るものとし、その実施状況を記録しておくものとする。 

 

第９条 景観への配慮 

施設等運営者は、収益施設の運営、特に飲食施設や物販施設の運営においては、施設周辺の

景観を阻害することのないよう、景観への配慮に努めなければならない。 

 

第１０条 中国地方整備局と施設等運営者の責任分担 

本業務を実施するにあたり、中国地方整備局と施設等運営者の責任分担を下表「中国地方整

備局と施設等運営者の責任分担一覧表」のとおりとする。ただし、「中国地方整備局と施設等運

営者の責任分担一覧表」に定める事項に疑義が生じた場合、又は、「中国地方整備局と施設等運

営者の責任分担一覧表」に定めのない事項については、監督職員と施設等運営者の間で十分に

協議のうえ決定するものとする。 
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中国地方整備局と施設等運営者の責任分担一覧表 

 ※1 事故の処理にあたり、必要のあるときは、中国地方整備局は施設等運営者に協力する。 

 ※2 収益施設に関する備品を対象とする。 

 

第１１条 公租公課 

１．施設等運営者が、厨房器具及び運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置したことによ

り賦課される不動産取得税、固定資産税、都市計画税、償却資産税その他の公租公課につ

いて全て施設等運営者の負担とする。 

２．施設等運営者は、地方税法第７３条第７項（不動産取得税の納税義務者等）に定める手続

き等、施設等運営者の賦課資産に係る公租公課の分離手続きについて中国地方整備局に協

力するものとする。 

 

第１２条 運営日時等 

１．収益施設の運営日時に関しては、個別施設の各章で定める運営日時を原則とする。 

公園の開園期間及び開園時間は下表のとおりである。 

項目  中国地

方整備

局 

施設等 
 

内容 運営者 

収益業務管理 収益行為全般  ○ 
収益施設管理 供用区域内の管理施設、管理備品の管理  ○ 
苦情・要望対応 施設管理運営業務内容に対する施設利用者からの苦情、訴

訟、要望への対応 
 ○ 

 上記以外の場合 ○  
事故・災害時対応 管理運営要領に記載された業務内容による対応  ○ 
 施設等運営者の責めに帰する事由により発生した事故責任

とその対応 
○※1 ○ 

 上記２項目以外の場合 ○  
運営日時の変更 施設の運営日時の変更に伴う経費の増減  ○ 
施設・物品等の修繕 施設等運営者の責めに帰すべき事由による場合（施設等運

営者による管理が不適切なために修繕が必要になった場合

も含む。） 
 ○ 

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費

用 
 ○ 

 上記２項目以外の場合 ○  
不可抗力 大規模な自然災害等の不可抗力により著しい損害を受けた

場合に、施設を一時休止するなどして行わなければならな

い施設、設備等の復旧等 
○ ○※2 

 大規模な自然災害等に起因して施設の営業を一時休止する

場合に発生する営業損失 
 ○ 

公園利用者及び施

設利用者への損害 
施設等運営者の責めに帰すべき事由により、公園利用者及

び施設利用者に損害を与えた場合（施設等運営者の不適切

な施設管理による公園利用者及び施設利用者の怪我等） 
 ○ 

 共通仕様書第３１条の保険の付保に係る場合  ○ 
 上記以外の場合 ○  
中国地方整備局又

は第三者への損害 
施設等運営者の責めに帰すべき事由により、中国地方整備

局又は第三者に損害を与えた場合 
 ○ 

 上記以外の場合 ○  
第三者との紛争 施設等運営者と第三者との間で生じた紛争の解決  ○ 
 上記以外の場合 ○  
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開園期間及び開園時間（参考） 

エリア 開園期間 開園時間 

供用区域 

 ３月１日～６月３０日  9:30～17:00 

 ７月１日～８月３１日  9:30～18:00 

 ９月１日～１０月３１日  9:30～17:00 

１１月１日～１１月２２日及び１２月２６日～２月末日  9:30～16:30 

１１月２３日～１２月２５日 9:30～21:00 

※休園日は毎週月曜日(但し月曜日が休日の場合は直後の平日)、１２月３１日及び１月１日。

但し、４月９日～５月５日、７月２１日～８月３１日及び９月１６日～１０月１６日の月

曜日並びにその翌日が休日に当たる月曜日は公開日とする。 

※繁忙期、イベント開催時等においては、事業者が中国地方整備局に協議し、承諾を得た上

で、開園時間の変更を行うことができる。 
※開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は維持管理業務受託者が

中国地方整備局に協議し、承諾を得て休園とすることができる。 
 

なお、以下のとおり無料入園日を設けることとし、当該年度の日付けは１ヶ月前までに通

知する。 

春の都市緑化推進運動／４月１日～６月３０日【期間中１日】 

秋の都市緑化月間／１０月１日～１０月３１日【期間中２日】 

みどりの日／５月４日【１日】 

児童福祉週間／５月５日【１日】 ※小学生若しくは中学生又はこれらに相当する者のみ

無料 

敬老の日／９月第３月曜日【１日】 ※満６５歳以上の者のみ無料 

２．中国地方整備局が、天変地異、社会的状況の著しい変化及び公園管理上の理由その他やむ

を得ない事由により、施設等運営者に対し一時休業若しくは営業廃止又は営業時間の変更

を指示したときは、施設等運営者は異議を申し立てることはできないものとする。 

３．中国地方整備局は、前項の規定により施設等運営者が一時休業若しくは営業廃止または営

業時間の変更を行ったことによる損害について、その補填の責任は負わないものとする。 

４．施設等運営者の都合により施設を運営する日時等を変更する場合は、あらかじめ監督職員

と協議を行った上で、承諾を得るものとする。 

 

第１３条 提供品目及び利用料金 

１．飲食施設や物販施設において提供・販売しようとする品目を定めるに当たっては公園利用

者の要望等を配慮して定めるものとする。 

２．各施設の利用料金については、駐車場は、中国地方整備局長の指定する料金を上限とし、

社会的に理解が得られる料金設定とする。その他の収益施設の利用料金等については、周

辺類似事例に基づき、収益施設全体の収支バランスを鑑みながら、市場価格に準じて定め

るものとする。 

なお、施設等運営者は管理運営要領にて定めたサービス及びその価格に関して変更を希望

する場合は、事前に監督職員と協議を行い、その結果に基づき変更した管理運営要領を監

督職員に提出し、承諾を得なければならない。。 

３．施設等運営者が、本規定書に基づき収益施設の管理運営を行うに当たっては、利用料金を
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施設利用者の見やすいところに表示しなければならない。ただし、利用料金が既に販売商

品等に表示されていて、その価格が一般的に知られているものについては、この表示を省

略することができる。 
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第１４条 国有財産の施設使用料 

１．施設使用料の定めがある施設について 

毎月の施設使用料については、歳入徴収官中国地方整備局総務部長が発行する納入告知書

により、当月分を指定期日までに納入しなければならない。 

指定期日までに施設使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、

年５％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

中国地方整備局長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると認

める場合には、施設使用料を改定することができる。 

■施設使用料（現時点の目安） 

公園施設の名称 税込み施設使用料（万円／年） 

国営備北丘陵公園収益施設 １式 約 1,391 万 

※面積等条件の変更により金額は増減する可能性がある。 

 

【個別施設毎の施設使用料の目安（税込み）】 

公園施設の名称 施設使用料（万円／年） 

1 駐車場 546 

2 レンタサイクル施設 53 

3 飲食施設 

① 中入口食堂「中の茶屋」 108 

② 芝生広場休憩所レストラン｢湖畔レストハウス」 53 

③ エントランスセンター国兼レストラン｢レストラン国兼｣ 100 

④ 

エントランスセンター国兼軽食コーナー｢軽食きゅうく

ん｣（倉庫含む） 

58 

4 物販施設 

① 中入口売店｢ランバス｣ 68 

② エントランスセンター国兼売店｢売店はなちゃん｣ 38 

5 備北オートビレッジ（キャンプ場） 352 

6 
自動販売機 13 

7 
コインロッカー 2 

 ※施設使用料は「行政財産を使用または収益させる場合の取扱いの基準について」（Ｓ33.1.7蔵管第1号）に基づ

き算定し、毎年4月1日に前年使用料との調整を行い改定する予定である。 

※施設等運営者の企画提案等により、収益施設の運営日時を変更した場合でも、施設使用料の減額は行わない。 

 

２．許可申請毎に納入すべき施設 

施設等運営者は、施設使用料の定めのない土地または建物を使用する場合は、許可申請毎

に占用面積及び期間に応じ告知する建物使用料又は土地使用料を歳入徴収官中国地方整備

局総務部長が発行する納入告知書により、納入告知の日から２０日以内に納入しなければ

ならない。 

期日までに建物使用料又は土地使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの

日数に応じ、年５％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

中国地方整備局長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると認

める場合には、建物使用料及び土地使用料を改定することができる。 
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【参考：個別施設毎の施設使用料について】 

 
公園施設 

税抜き施設使用料（円／

回） 

1 臨時売店 （都度告知） 

2 臨時駐車場 （都度告知） 

※１ 平成２２年の土地使用料は最大 1,520 円／年・100m2、建物使用料は最大 2,660 円／年・m2 であった。 

※２ 建物使用料及び土地使用料は、「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」（Ｓ33.1.7

蔵管第1号）に基づき算定し、毎年4月1日に前年使用料との調整を行い改定する予定である。 

※３  土地の使用料については消費税の対象外とする。但し、土地の貸付に係る期間が１ヶ月に満たない場合及

び駐車場その他施設の利用に伴って土地が使用される場合は除く。 

 

第１５条 経費等の負担 

１．施設等運営者の負担範囲 

１）本業務に関わる一切の費用は、別に定めがある場合を除き、施設等運営者の負担とする。 

２）施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修又は改造等に係る経費は、施設

等運営者の負担とする。 

３）本業務には、委託費で購入した設備、備品及び消耗品等を使用することはできない。 

４）管理備品が老朽化し更新の必要が生じた場合においても、原則中国地方整備局での更新

は予定していない。収益施設の運営に際し、代替となる備品が必要となる場合は、施設

等運営者で準備するものとする。これにより、管理運営要領に定めるサービスの内容が

変更となる場合は、本規定書第２８条許可、承諾を要する事項４．価格・サービス内容

の決定・変更によるものとする。 

５）別紙７施設・設備維持管理業務第９条｢保守点検等の役割分担｣に示す法定点検を中国地

方整備局が実施予定であり、施設等運営者は、中国地方整備局が実施する法定点検以外

の設備等の点検を行うこと。点検結果については遅滞なく監督職員に書面により報告す

ること。 

２．光熱水費納付 

１）基本料金 

基本料金については、対象となる施設全体の従量料金に対する収益施設の従量料金の割

合に応じ監督職員の指示する方法により、運営維持管理業務受託者が負担金額計算を行

い、施設等運営者が負担するものとする。 

２）従量料金 

水道及び電気料金については、個別にメーターを設置するなど、各施設の使用料が切り

分けられるようにし、その計量により負担するものとする。ガス、その他メーターが設

置できない場合は監督職員と協議するものとする。なお、計算方法については変更する

場合がある。 

３．ごみ処分費用 

ごみ処分費用については、施設等運営者と維持管理業務受託者との間で、発生量に応じ

て、応分の負担を行うこと。発生量等が不明確な場合は、監督職員と協議するものとす
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る。 

４．費用分担における確認 

光熱水費やごみ処分費用、さらにはこれら以外に中国地方整備局または運営維持管理業

務受託者と施設等運営者との間で費用分担を行う場合にあっては、監督職員と費用分担

ルール及び費用分担結果の確認方法、並びに支払方法について協議すること。また、協

議結果を書面にして残すこと。 

 

第１６条 コンプライアンス 

１．守秘義務 

１）施設等運営者、若しくはその職員その他の本業務に従事している者または従事していた

者は、業務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。これらの者が秘密を

漏らし、または盗用した場合には、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

（平成１８年法律第５１号）第５４条により罰則の適用がある。 

２）中国地方整備局情報のセキュリティポリシーに準拠し、情報管理を適切に行うこと。 

２．個人情報保護 

１）施設等運営者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理するた

めの個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５８号）第

６条第２項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざんまたはき損の防止その他

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２）施設等運営者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人

に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解除さ

れた後においても同様とする。 

 

第１７条 業務の再委託の禁止 

１．施設等運営者は、本業務の全てを他の者に再委託してはならない。ただし、業務の一部を

他の者に再委託する場合、あらかじめ書面により監督職員の承諾を得たときは、この限り

ではない。 

２．再委託を行う場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、

再委託の相手方に対し、業務の実施について適切な指導、管理のもとに業務を実施しなけ

ればならない。 

３．再委託の相手方は、入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、中国地方整備局長

から指名停止を受けていないこととする。 

４．暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者を、再委託の相

手方としてはならない。 

５．施設等運営者は、前項の規定により監督職員が承諾した再委託の相手方が、その責めによ

り中国地方整備局に損害を及ぼしたときは、中国地方整備局に対して、その損害を賠償す

るものとする。 

６．施設等運営者は、前項の規定により監督職員が承諾した再委託の相手方が、その責めによ
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り第三者に損害を及ぼしたときは、速やかに監督職員に報告するとともに、第三者に対し

て、その損害を賠償するものとする。また、その結果については、書面により監督職員に

報告するものとする。 

 

第１８条 許可した目的以外の利用及び施設の転貸等の禁止 

１．収益施設を運営するにあたっては、許可した目的以外の利用は禁止する。 

２．施設利用者及び公園利用者に対する安全確保に反する行為をしてはならない。 

３．施設管理者は、施設の全部若しくは一部を第三者に貸与し、または担保に供してはならな

い。ただし、監督職員に書面により承諾を得たときは、この限りではない。 

４．施設等運営者は、本業務によって生じる一切の権利義務を他の者に譲渡し、または継承さ

せてはならない。 

 

第１９条 業務の履行 

１．管理許可条件に定める運営時間内での運用を休止させてはならない。ただし、あらかじめ

監督職員と協議を行い承諾を得た場合はこの限りではない。 

２．施設等運営者は、業務の履行期限（継続して契約した場合は除く）または、契約が解除さ

れるまでは、施設利用者に利便性を図るために本規定書及び管理運営要領を維持すること

とする。 

 

第２０条 業務の解除 

施設等運営者の責めに帰すべき事由により適正な収益施設の管理運営が困難となった場合

またはその恐れが生じた場合は、中国地方整備局は施設等運営者に対して改善勧告を行い、

期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。 

この場合において、施設等運営者が当該期間内に改善することができなかったときには、

中国地方整備局は都市公園法第５条、第６条又は第１２条の許可を取り消すことがある。 

 

第２１条 業務の完了・引継ぎ、原状回復等 

１．施設等運営者は、施設等運営者の責めに帰すべき事由により、施設を汚損・破損若しくは

滅失したとき、または中国地方整備局に無断で施設の原状を変更したときは、直ちにこれ

を原状に回復しなければならない。 

２．施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が解

除された場合は、中国地方整備局及び次期施設等運営者と十分に調整の上、書面をもって

下記事項について事務引継ぎを行い、公園の管理に支障が生じないようにする。この際、

施設等運営者が設置した特定備品を撤去し速やかに管理物件を原状に回復して、中国地方

整備局に引き渡すこと。ただし、原状回復することが不可能若しくは不適当若しくは中国

地方整備局が特定物品の残置を希望した場合、施設等運営者及び監督職員で事前に協議を

行った上で、監督職員の書面による承認を得て原状回復せずに引き渡すことができる。 

１）建物や関連設備の鍵の場所等、建物の管理に関する事項。 

２）設備等設置における建物躯体や構造物への影響等に関して留意が必要な事項。 
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３）建物や設備等の老朽化等により、それら使用において、維持修繕上、留意が必要な事項。 

４）継続的な地域連携イベント等において、運営日時の調整や臨時売店の設置、販売品目の

変更、提供等を行うなど、主催者と連携、協力すべき事項。 

３．前項ただし書きの適用がない場合において、施設等運営者が前項本文の原状回復を履行し

ないときは、中国地方整備局は施設等運営者が自ら整備した内装・設備等を放棄したもの

とみなし、現状を維持するかまたは施設等運営者の費用をもって原状回復を行うことがで

きる。 

４．不可抗力その他、中国地方整備局や施設等運営者の責めに帰することが出来ない事由によ

り管理の継続が困難となった場合は、中国地方整備局と施設等運営者は管理の継続の可否

について協議し、中国地方整備局が書面により指示することとする。 

５．業務完了後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵が明らかな場

合は、その費用は施設等運営者が負担する。 

 

第２２条 立退料等の不請求 

施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）、または契約が解除

された場合、または不可抗力の場合は、中国地方整備局に対し施設等運営者の施設の買取り、

または立退料等の請求若しくは施設等運営者が支出した有益費等を請求することができない。 

 

第２３条 保険の付保及び事故の補償 

１．施設等運営者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇用

者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならな

い。 

２．施設等運営者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対

して責任をもって適切な補償をしなければならない。 

３．施設等運営者は、火災保険、自動車任意保険、施設賠償責任保険（貸し自転車の運営に関

するものも含む）、動産総合保険、生産物賠償責任保険の他、必要に応じて各種保険に加入

するものとする。 

４．１～３項に規定する保険料、補償費は、施設等運営者の負担とする。 

 

第２４条 情報公開 

１．施設等運営者は、文書の開示等の情報公開については、「行政機関の保有する情報の公開に

関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）の規定に準じて取り扱うものとする。こ

の場合、監督職員の書面による指示に従うこと。 

２．施設等運営者は、中国地方整備局が会計法令に基づき実施する事業者に対する立ち入り検

査、指示等監督・検査に対して、誠意を持って対応すること。 

 

第２５条 その他留意事項 

本規定書に定めていない事項または疑義を生じた事項に関しては、必要に応じて、中国地方

整備局と施設等運営者の協議により、決定することとする。 
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第第第第２２２２章章章章    マネジメント（運営管理）マネジメント（運営管理）マネジメント（運営管理）マネジメント（運営管理） 

第２６条 基本事項 

１．提出書類 

１）収益施設等運営業務責任者は許可を受けた後に、中国地方整備局が指定した様式による

関係書類を監督職員に遅滞なく提出しなければならない。 

２）施設等運営者が監督職員に提出する書類で様式が定められていないものは、様式を作成

後監督職員に了解を得て提出するものとする。 

３）報告書及び経理状況に関する帳簿類等の提出した書類は、監督職員の求めに応じて常に

提出できるよう、許可を受けた施設ごとに整理・保管し、業務成果として施設等運営者

において業務完了後５年間保存する。 

２．連絡、協議 

１）収益施設等運営業務責任者は、必要に応じて監督職員と連絡、協議等を行うこと。また

その結果について、書面に記録し相互に確認しなければならない。 

２）監督職員と収益施設等運営業務責任者は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、

その内容については相互に確認しなければならない。 

３）施設の運営維持管理に係る各種規定・要領を作成する場合や、追加開園等により契約期

間中に管理運営内容が変更する場合、さらにはその他新業務への対応が必要な場合は、

監督職員と施設等運営者の間で書面により調整または協議を行う。 

４）不測の事態または疑問等が生じた場合は、速やかに監督職員と協議する。 

３．報告事項 

施設等運営者は、次に掲げる事項について、監督職員に書面により提出するものとする。 

項目名 提出期限 

管理運営要領                  許可日より 14 日以内に提出 

業務実施体制 管理運営要領と同時に提出 

管理運営報告書（月毎の売上高、施設利用者数等） 翌月の 10 日迄 

業務打合せ簿 打合せ毎に終了後速やかに 

施設保守定期点検等の実施結果報告 点検後速やかに 

その他中国地方整備局又は監督職員が指示する書類            指示に従う 

 

第２７条 業務実施体制 

１．施設利用者に対して、安全・快適な利用サービスを提供するために、必要な資格等専門技

術・知識を有する職員を配置するなど本業務を実現する業務実施体制を構築しなければな

らない。 

２．本業務に加え、施設利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応が

適切に行われるよう、管理体制を構築しなければならない。 

３．本業務の企画立案及びマネジメントを担当する収益施設等運営業務責任者を配置しなけれ

ばならない。 

４．収益施設等運営業務責任者は、運営維持管理業務受託者が配置する総括責任者と兼務する
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場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分しなければ

ならない。 

５．開園期間中は、運営維持管理業務の各業務責任者及び収益施設等運営業務責任者のうち、

少なくとも 2 名以上が勤務する体制とすること。さらに収益施設等運営業務責任者が勤務

しない場合については、業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め本業務

が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。 

６．収益施設等運営業務責任者は、運営維持管理業務受託者と常に調整し、業務を遂行する。 

１）監督職員について 

① 中国地方整備局は、本業務における監督職員を定め、施設等運営者に通知するものと

する。 

② 監督職員は、本規定書に定められた事項の範囲内において、中国地方整備局または、

施設等運営者の責任者である収益施設等運営業務責任者に対し、連絡、調整、協議等の

職務を行うものとする。 

２）収益施設等運営業務責任者について 

① 施設等運営者は、業務における収益施設等運営業務責任者を定め、中国地方整備局に

通知するものとする。 

②収益施設等運営業務責任者は、本業務について業務従事者が適切に管理運営を行うよ

う、指揮監督しなければならない。 

３）適切な業務従事者の配置について 

①収益施設等運営業務責任者は、施設担当責任者及び業務従事者の手持ち業務量が適切

となるよう配慮すること。 

② 監督職員は、必要に応じて収益施設等運営業務責任者、施設担当責任者及び業務従事

者の経歴・職歴に関する事項について書面により報告を求めることができる。 

 

第２８条 許可、承諾等を要する事項 

１．管理運営要領 

１）施設等運営者は、別に定めがある場合を除き、許可日より１４日以内に収益施設運営計

画に基づく下記の項目を記載した管理運営要領を監督職員に提出し、承諾を得るものと

する。その際、管理運営要領は許可を受ける施設ごとに作成すること。 

①業務内容（商品、価格及びサービス内容、運営日時、イベント企画等） 

②業務の実施方針（「再委託」に関することを含む。） 

③業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④業務の実施体制（閑散期、通常期、繁忙期など） 

⑤連絡体制(緊急時含む) 

⑥救急対応 

⑦安全衛生計画書（安全管理規則、事故予防、点検、検査等の方法など） 

⑧収支計画書 

⑨その他（施設修繕計画、その他業務実施上必要と思われる事項） 

２）管理運営要領の作成にあたっては、運営維持管理の実務に通じた経験や知見、施設利用
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者からの意見・苦情・要望を踏まえた運営計画の変更の経緯、記録が確実に残る仕組み

について記載すること。 

３）施設等運営者は、収益施設の運営維持管理業務を通じた経験や知見、施設利用者からの

意見・苦情・要望に基づく対応による修正が必要と判断した場合は、監督職員に変更し

た管理運営要領を提出し、承諾を得ること。 

２．管理運営報告書 

１）施設等運営者は、毎年度決算終了後、速やかに、監督職員に決算に関する報告書を提出

すること。その際、報告書は施設毎に作成し、運営維持管理業務と明確に区分して整理

すること。 

２）施設等運営者は、毎月の売上その他の営業に関する状況を翌月 10日までに書面により監

督職員に報告すること。 

３）経理状況に関する帳簿類は常に整理し、中国地方整備局からこれらに関する報告や実施

調査を求められた場合には、速やかに監督職員の指示に従い、誠実に対応すること。 

４）中国地方整備局は、実施調査の結果、必要と認める場合には、施設等運営者に対し改善

を求めることができる。 

３．施設の修繕等 

１）施設等運営者が、収益施設の修繕等を実施する場合は、その内容、時期等の情報につい

て事前に監督職員と書面により協議し、承諾を得るものとする。ただし、施設利用者の

安全確保などの観点から緊急を要する修繕及び軽微な修繕については、この限りではな

い。 

２）施設等運営者が、必要に応じて管理施設の建築構造躯体に対して穿孔、開口、留め付け

等を伴う設備工事や電気を使用するもの等を実施する場合は、事前に監督職員と書面に

より協議し、承諾を得なければならない。変更の際も同様である。 

３）施設等運営者が、施設の管理運営上必要に応じて厨房器具及び運営に必要な設備等を管

理施設に新たに設置する場合には、監督職員に書面で報告しなければならない。 

４）施設等運営者は、厨房器具及び運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置することに

伴い中国地方整備局または第三者に及ぼした損害を賠償しなければならない。 

５）施設等運営者は、監督職員の承諾を得て施設に付加した機械等の設備、間仕切り、建具

その他の造作等について、買取請求を行わないものとする。 

４．価格・サービス内容の決定・変更 

施設等運営者は、管理運営要領にて定めたサービス及びその価格に関して変更を希望す

る場合は、事前に監督職員と協議を行い、その結果に基づき変更した管理運営要領を監督

職員に提出し、承諾を得なければならない。 

但し、飲食及び物販にかかる提供品目又は価格のみの軽微な変更については、書面によ

る監督職員への報告とする。 

５．施設等運営者の変更 

新たな施設等運営者の追加等による管理運営要領の変更を行う場合、書面により同施設

等運営者との契約関係を明確にしておくとともに、同施設等運営者に対し業務の実施につ

いて適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。 
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６．施設等運営者のその他提出義務 

施設等運営者は、下記の項目に該当するときは、直ちにその旨を監督職員に書面により

提出しなければならない。 

１）施設等運営者が、主たる事務所の所在地又は名称を変更したとき。 

２）施設が損傷、破損又は滅失したとき。 

３）施設内で事故等が発生したとき、またはその恐れがあるとき。 

４）施設等運営者が、強制執行・仮差押え・仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき。 

５）施設等運営者に対して破産の申立て、または更生手続き開始の申立て若しくは民事再生

手続き開始の申立てがあったとき。 

 

第２９条 その他の協議・報告等 

施設等運営者は、公園の管理運営等で必要な下記の協議を適切に行い、協議で使用した書

類及び協議内容は、監督職員が報告を求めた場合書面で提出すること。 

１）関係機関等との協議。 

２）その他施設の運営者との協議。 

 

第３０条 官公署への連絡、届出 

施設等運営者は、官公署への連絡、届出手続きは中国地方整備局に協力し、遅滞なくこれ

を処理する。また、施設等運営者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となる

ときは施設等運営者において行う。 

 

第３１条 別途工事等との調整 

中国地方整備局が別途発注する工事または別途業務（法定点検業務等）の実施にあたり、

施設等運営者は、調整等に協力する。また計画停電を伴う工事や点検を実施する際には、そ

の対応については、監督職員と調整すること。  

 

第３２条 記録の保存 

報告書及び経理状況に関する帳簿類は、監督職員の求めに応じて常に提出できるよう、許

可を受ける収益施設ごとに整理・保管し、施設等運営者において５年間保存する。 

 

第３３条 再調査等の依頼 

中国地方整備局は、施設等運営者からの報告等に疑義を生じた場合、再調査を依頼しより

詳細な報告等を求めることができる。 
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第３章第３章第３章第３章    ホスピタリティ（施設利用者対応）ホスピタリティ（施設利用者対応）ホスピタリティ（施設利用者対応）ホスピタリティ（施設利用者対応）    

第３４条 基本事項 

１．本業務は、施設利用者に直接接する業務であり、施設利用者が快適に楽しめるよう心がけ、

不快と感じさせるような身だしなみ、行動、言動とならないよう心がけるものとする。 

２．業務遂行にあたっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利ある

いは不利な扱いとならないようにすること。 

３．業務従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、

イメージアップに心掛けるものとする。 

４．全ての作業員について、名札を作成し着用すること。 

５．作業にかかる車両や商品納入車両の乗り入れは最小限にとどめ、また開園時間中の乗り入

れも最小限に留めること。車両の運転については、公園利用者及び施設利用者の安全確保

を第一として必要に応じ誘導員を配置するとともに、公園利用者及び施設利用者の迷惑と

ならない場所へ速やかに移動するものとする。 

 

第３５条 施設利用者対応 

１．園内の概要や開催するイベント等の基本情報を収集し、公園利用者及び施設利用者の問い

合わせに対応すること。問い合わせの内容に関して必要に応じて運営維持管理業務受託者

等に確認または引継ぐこと。 

２．公園利用者及び施設利用者の苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録す

るとともに書面をもって報告すること。 

３．園内掲示板、掲示物を適切に管理すること。 

４．障害者及び高齢者等から施設利用上の援助を求められた場合には、適切に対処すること。 

５．団体での施設利用者の誘導、バス等車両の停車場所への誘導を行うものとする。 

 

第３６条 拾得物、残置物の処理 

施設等運営者が、施設内で遺失物を発見した場合は、速やかに運営維持管理業務受託者へ

届け出ること。 

 

第３７条 広報・広聴 

１．施設等運営者は、収益施設において提供する商品やサービスに対する施設利用者の評価や

意見などの聴取や記録に取り組まなければならない。 

２．施設等運営者は、聴取や記録した施設利用者の評価や意見などを集約し、監督職員に書面

により報告しなければならない。 

３．施設等運営者がホームページによる情報発信を行う際、運営維持管理業務受託者が管理す

る本公園のホームページに設置管理許可書で許可を受けた運営業務の運営日時、基本提供

サービス等基本的な運営業務内容については運営維持管理業務受託者が管理する本公園の

ホームページに掲載することは可能である。 

但し、その他企画商品や行催事等販売促進に係る内容については、ホームページとは別に

設置することとし、そのホームページを運営維持管理業務受託者が管理する本公園のホー
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ムページにリンクすることは可能である。 

なお、データを収納するサーバ及びリンクする他のホームページについて、事前に監督職

員と協議を行う。 

４．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、本公園ホームページ上で

発信する情報について、別に定める「個人情報の取扱いについて」に基づいた適正な内容

であることを事前に確認することとする。 

５．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、情報（掲載する文書、図

画、写真及び音楽など）における著作権等の知的所有権に配慮することとする。 

６．施設に関するリンク先のホームページは原則として一つとする。ただし、それによりがた

い場合は、別途協議によるものとする。 

 

第３８条 掲載情報の更新・修正・訂正 

１．施設のホームページやポスター、チラシ等の広報の掲載情報については、常に新しい情報

を掲載し更新に努めることとする。 

２．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、個人に関する掲載情報に

ついて、本人または保護者から内容の訂正又は削除の要請を受け、必要と認めた場合には、

訂正等の措置をとることとする。 

３．施設等運営者は、施設のホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページを

発見した場合には、監督職員に報告をした上で、当該ホームページの管理者に対し訂正等

必要な措置を求めることとする。 
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第４章第４章第４章第４章    安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理 

第３９条 基本事項 

１．安全管理 

１）施設等運営者は、別途規定している事項を除き、本公園の収益施設に関し安全管理上の

一切の責務を負うものである。 

２）施設等運営者は、収益施設における施設利用者の安全確保並びに快適な利用を図るもの

とする。 

３）施設等運営者は、消防法等関係法令に準拠するほか、運営維持管理業務受託者が別途定

める計画・規定等を遵守する。 

４）施設等運営者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検

査を実施し、監督職員に報告するものとする。 

５）異常を確認した場合、速やかに監督職員に報告しその指示に従う。安全管理には十分注

意し本業務を履行する。 

６）作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者及び施設利用者に不快感を与えないよう留

意するものとする。 

２．安全確保 

１）本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講

じ、事故を防止しなければならない。 

２）施設若しくは許可区域内において、公園利用者及び施設利用者に危険が及ぶ恐れのある

障害が発生した場合は、危険防止に必要な措置を監督職員に書面により報告の上講じ、

事故の発生を防止しなければならない。 

３）関係車両等の運転については中国地方整備局発行の許可書を前面に掲示し、別添 13「国

営備北丘陵公園園内車両入園規則」を遵守して走行するものとする。なお、園内の車両

運行に当たっては、２０km/h 以下に努めるものとする。また、作業にかかる車両の持

ち込みは最小にとどめ、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘

導員を配置するか、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならない場所へ速やかに移動す

るものとする。 

４）公園利用者や施設利用者に対する安全上対策を講じる必要があると判断される作業にお

いては、作業エリアをバリケード等で囲い作業中であることを明示すること等、施工中

は安全管理を徹底し、公園利用者及び施設利用者の安全を十分確保するものとする。 

５）作業中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しないように注意するものとする。 

３．救急救護 

１）施設等運営者は、救急時の対応方法を定め、管理運営要領に記載の上、監督職員に提出

するものとする。 

２）施設等運営者は、開園時間中は救急活動に当たらなければならない。 

３）施設等運営者は、救急活動を要する事態を認めたときは、施設利用者の急病や負傷には

応急処置をとり、事故や怪我等の状態により、消防車や救急車を要請するなど、最も適

切と思われる措置をとらなければならない。 

４）施設等運営者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確
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に記録するとともに、その経過及び結果を速やかに監督職員に報告する。 

５）傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

４．災害時、異常時等の対応 

１）施設等運営者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、施設利用者の安

全を確保し、迅速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。

この場合において、施設休止等の必要があると認めるときは、施設等運営者はあらかじ

め監督職員の承諾を得なければならない。ただし、緊急上やむを得ない事情があるとき

は、この限りではない。 

２）前項の場合においては、施設等運営者は、そのとった措置の内容を監督職員に速やかに

書面により報告する。 

３）台風、豪雨等の災害発生が予想される場合には、必要に応じ土のう設置、雨水桝の詰ま

り防止のための落ち葉除去等を実施し、被害の軽減に努めなければならない。 

４）中国地方整備局は、災害防止上特に必要と認めるときは、施設等運営者に対して、臨機

の措置をとることを指示することができる。 

５）監督職員の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、施設等運営者は、迅

速に必要な人員を確保し、適切な措置・対応を行うこと。なお、災害時等の対応は、別

添 6｢三次河川国道事務所災害対策計画書｣による。 

６）災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、

監督職員に書面により報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な措置・対

応を行うこと。 

７）施設等運営者は、天変地異等により、運営を一時中止・変更、または休止したときは、

運営再開の前に施設の点検を行い、異常のないことを確認しなければならない。異常を

確認した場合は、前項に基づき適切な措置・対応を行うこと。 

８）関係機関の立会検査または調査がある場合は、施設等運営者は監督職員の指示により立

会等に協力する。 

 

第４０条 点検等 

１．安全衛生管理計画 

１）施設等運営者は、食品衛生法、消防法の関係諸法令及び規則等に基づいた設備等の点検

計画及び衛生点検計画を記載した安全衛生管理計画を作成し、管理運営要領に記載の上

監督職員に提出するものとする。 

２）安全衛生管理計画書に記載した点検については、特段の事情がない限り予め設定したス

ケジュールに沿って実施すること。 

３）上記点検等の結果については、遅滞なく監督職員に書面により報告すること。 

２．定期点検 

１）施設等運営者は、施設利用者が快適に利用できるよう、常に清潔かつ快適な状態に維持

することに努めるものとする。 

２）別紙７施設・設備維持管理業務仕様書第９条「保守点検等の役割分担｣に示す法定点検を

中国地方整備局が実施予定であり、施設等運営者は、下記の表に掲げる施設の点検項目
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の該当する事項について、中国地方整備局が実施する法定点検以外の点検を、原則行う

こと。 

３）法定点検項目以外の定期点検は、施設等運営者が自ら設定するものとする。 

■施設の定期点検項目（１） 

中項目 小項目 法定点検 留意事項 

外部 屋根 ○ ・周期は別に定める。 

外壁 ○ ・周期は別に定める。 

ひさし（車寄せ）・とい ○ ・周期は別に定める。 

軒天井・ひさし下端 ○ ・周期は別に定める。 

外部床 ○ ・周期は別に定める。 

屋外階段 ○ ・周期は別に定める。 

バルコニー ○ ・周期は別に定める。 

外部建具 ○ ・周期は別に定める。 

外部用自動ドア ○ ・周期は別に定める。 

エキスパンションジョイント金物 ○ ・周期は別に定める。 

内部 内壁・柱・はり ○ ・周期は別に定める。 

内部天井 ○ ・周期は別に定める。 

内部床 ○ ・周期は別に定める。 

内部階段 ○ ・周期は別に定める。 

内部建具 ○ ・周期は別に定める。 

内部用自動ドア ○ ・周期は別に定める。 

構造部 構造体・基礎 ○ ・周期は別に定める。 

電灯・動力

設備 

  

  

照明器具（蛍光灯） ○  

分電盤・開閉器箱 ○  

制御盤 ○  

幹線 ○  

受 変電設

備 

配電盤等（内部機器を除く。） ○  

変圧器 ○  

交流遮断機 ○  

断路器 ○  

計器用変成器 ○  

避雷器 ○  

高圧負荷開閉器 ○  

高圧カットアウト ○  

高圧電磁接触器 ○  

力率改善装置 ○  

指示計器・保護継電器 ○  

低圧開閉器類 ○  

特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ

（GIS、C‐GIS） 

○  

その他の特別高圧関連機器 ○  

■施設の定期点検項目（２） 

中項目 小項目 法定点検 留意事項 

自 家発電

設備 

自家発電設備 ○  

直 流電源

設備 

共通事項 ○  

整流装置 ○  

蓄電池 ○  

交 流無停

電 電源設

備 

共通事項 ○  

交流無停電電源設備（簡易型を除

く。） 

○  
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中項目 小項目 法定点検 留意事項 

交流無停電電源設備（簡易型） ○  

太 陽光発

電設備 

太陽光発電設備 ○ ・周期は別に定める。 

風 力発電

設備 

風力発電設備 ○  

通信・情報

設備 

構内情報通信網設備 ○  

構内交換設備 ○  

拡声設備 ○  

誘導支援設備 ○  

映像・音響設備 ○  

情報表示設備 ○  

テレビ共同受信設備 ○  

テレビ電波障害防除設備 ○  

監視カメラ設備 ○  

駐車上管制設備 ○  

入退室管理設備 ○  

外灯 外灯 ○  

航 空障害

灯 

航空障害灯 ○  

雷 保護設

備 

雷保護設備 ○  

構 内配電

線路・構内

通信線路 

構内配電線路・構内通信線路 ○  

温 熱源機

器 

鋳鉄製ボイラー・鋳鉄製簡易ボイ

ラー 

○  

鋼製ボイラー・鋼製簡易ボイラー ○  

無圧式温水発生機・真空式温水発

生機 

○ 

・加圧能力が 174kW（150,000kcal/h）以上：

6Ｍ 

温風暖房機 ○ 

・【周期 1Ｍ（運転期間中）】点検の実施如

何は別に定める。 

冷 熱源機

器 

チリングユニット ○  

空気熱源ヒートポンプユニット ○  

遠心冷凍機 ○  

吸収冷凍機 ○  

直だき吸収冷温水器 ○  

小型吸収冷温水機ユニット ○  

パッケージ形空気調和機 ○  

ガスエンジンヒートポンプ式空気

調和機 

○  

氷蓄熱ユニット ○  

空 気調和

等 関連機

器 

オイルタンク ○  

熱交換器・ヘッダー・密閉型隔膜

式膨張タンク 

○ 

・【周期 1Ｍ（小型及び第 2 種圧力容器）】

点検の実施如何は別に定める。 

還水タンク・開放型膨張タンク ○  

■施設の定期点検項目（３） 

中項目 小項目 法定点検 留意事項 

空 気調和

等 関連機

器 

冷却塔 ○ ・周期は別に定める。 

ユニット形空気調和機・コンパク

ト型空気調和機 

○   

ファンコイルユニット・ファンコ

ンベクター 

○   
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中項目 小項目 法定点検 留意事項 

空気清浄装置 ○ 

・ろ材の交換は別に定める。 

・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。 

・周期は別に定める。 

ポンプ ○ 

・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。 

・周期は別に定める。 

送風機 ○ 

・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。 

・周期は別に定める。 

天井扇・有圧換気扇 ○   

全熱交換器 ○ 

・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。 

・周期は別に定める。 

給 排水衛

生機器 

受水タンク･高置タンク（高架タン

ク） 

○ 

・【大地震時想定】長期点検の実施如何別に

定める。 

受水タンク･高置タンク（高架タン

ク）の清掃 

○ ・周期は別に定める。 

貯湯タンク ○  

貯湯タンクの清掃 ○  

汚水槽・雑排水槽 ○  

汚水槽・雑排水槽の清掃 ○  

ポンプ ○ 

・【周期 1Ｍ】点検の実施如何は別に定める。 

・周期は別に定める。 

ガス湯沸器 ○ ・周期は別に定める。 

電気温水器 ○ ・周期は別に定める。 

循環ろ過装置 ○ ・周期は別に定める。（水質検査を除く） 

衛生器具 ○ ・周期は別に定める。 

ダ クト及

び配管 

ダクト ○ ・周期は別に定める。 

配管 ○ 

・【大地震時想定】長期点検の実施如何は別

に定める。 

水質管理 空調機器用水 ○  

ボイラー用水 ○  

飲料水（給水設備） ○  

浄化槽 点検・保守 ○  

清掃 ○  

水質に関する検査 ○  

井戸 井戸 ○  

雨 水利用

システム 

雨水利用システム ○  

中 央監視

制御装置 

中央監視制御装置   

自動制御装置   

消 防用設

備等 

  ○ ・機器点検：6Ｍ 

建 築基準

法 関係防

災設備 

 

非常用照明装置 ○  

防火戸・防火シャッター ○  

防火ダンパー ○  

排煙設備 ○  

■施設の定期点検項目（４） 

中項目 小項目 法定点検 留意事項 

エ レベー

ター 

点検共通事項 ○ 

・稼動頻度に応じて、「高稼働」の周期を選

択して別に定める。（油圧式、非常用を除く） 

・【遠隔監視装置、遠隔点検装置】適用は別

に定める。 

ロープ式エレベーター ○  

油圧式エレベーター ○  

機械室なしエレベーター ○  
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中項目 小項目 法定点検 留意事項 

非常用エレベーター ○  

エ スカレ

ーター 

エスカレーター ○  

小 荷物専

用昇降機 

小荷物専用昇降機 ○  

工作物 鉄塔 ○  

設備架台・囲障（ルーバー等） ○  

煙突 ○  

外構 敷地 ○ ・周期は別に定める。 

へい  ・周期は別に定める。 

門  ・周期は別に定める。 

排水枡・マンホール・側溝・街き

ょ 

○ ・周期は別に定める。 

植栽・緑地 植栽・緑地   

執 務環境

測定 

空気環境測定 ○  

ねずみ・昆

虫 等の防

除 

  ○  

■関係法令 

法令名 参照条項 条件の有無 条件に関わる参照条項 

建築基準法 第十二条 ○ 

第六条、別表第一 

【令】 

第十四条の二、第十六条 

官公庁施設の建

設等に関する法

律 

第十一条、第十二条 ○ 

官公庁施設の建設等に関する法律第

12 条第１項の規定によりその敷地及び

構造に係る劣化の状況の点検を要す

る建築物を定める政令 

消防法 

第十四条の三の二 ○ 

【危険物の規制に関する政令】 

第七条の三、第八条の五 

第十七条、第十七条の

三の二、第十七条の三

の三 

× 

（公共建築） 

【令】 

第六条、第七条、第三十五条、第三十

六条、別表第一 

人事院規則 10-4 

第 十 五 条 、 第 三 十 二

条、第三十四条  

× 別表第七、別表第八 

事務所衛生基準 

規則 

第九条、第十条 ×   

建築物における

衛生的環境の確

保に関する法律 

第四条 ○ 

第二条 

【令】 

第一条 

高圧ガス保安法 

第三十五条、第三十五

条の二  

○ 

【一般高圧ガス保安規則】 

第七十九条、第八十三条 

【冷凍保安規則】 

第四十条、第四十四条 

水道法 第三十四条の二 ○ 

第三条 

【令】 

第二条 

電気事業法 

第三十九条、第四十二

条  

○ 

第三十八条 

【令】 

第五十条 

ガス事業法 第四十条の二 × 

第二条 

【則】 

第百七条 

- 別紙 139 -



- 29 - 

浄化槽法 

第七条、第八条、第九

条、第十条、第十一条 

× 第二条 

ボイラー及び圧力

容器安全規則 

第三十二条、第六十七

条 

○ 

第一条 

【労働安全衛生法施行令】 

第一条 

※ [条件の有無] ○：義務付けする施設、設備等について、規模等の条件が付されているもの 

 

３．自主点検 

自主点検は、下記の表に掲げる項目のうち該当するものについて、施設等運営者が建築保全

業務共通仕様書等に準じて行う。 

■施設の自主点検項目 

大項目 中項目 小項目 

建築 建築 建築 

電気設備 電灯・動力設備 電灯・動力設備 

受変電設備 受変電設備 

自家発電設備 自家発電設備 

直流電源設備 直流電源設備 

交流無停電電源設備 交流無停電電源設備 

機械設備 温熱源機器 運転・監視記録 

鋳鉄製ボイラー・鋼製ボイラー 

真空式温水発生機・無圧式温水発生機 

温風暖房機 

冷熱源機器 運転・監視記録 

冷熱源機器 

空気調和等関連機器 空気調和等関連機器 

給排水衛生機器 

  

給排水衛生機器 

循環ろ過装置 

監視制御設備 中央監視制御設備 中央監視制御装置 

搬送設備 昇降機 昇降機 

 

４．日常点検 

１）施設等運営者は始業点検、終業点検、並びに必要に応じ巡回パトロール等を実施し、適

切な管理を行うこと。 

２）建築物等について、目視等の簡易な方法により建築物の劣化及び不具合の状況を把握し、

保守の措置を適切に講ずることにより所定の機能を維持するための軽微な修繕を行い、

事故・故障等の未然の防止に資するよう管理すること。 

３）施設等運営者は、施設、設備等が損傷、破損または滅失したとき及びそれを発見したと

きは、臨機の措置を講じるとともに、監督職員に報告するものとする。 

５．スタッフ管理・研修 
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１）日常管理業務に加え、施設利用者の案内や苦情・要望、事故・災害時・非常時における

緊急対応が適切に行われるよう、一元的な管理体制を構築しなければならない。 

２）運営体制人員は、円滑な管理運営を行うため、施設利用者数の動向に基づき弾力的に配

置するものとする。 

３）施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、日頃からスタッ

フへの研修等を積極的に実施又は参加させること。 

４）施設等運営者は、施設が有する機能を最大限に活用するとともに、施設利用者が安全か

つ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、機能面及び景観に留意して適切な管

理を行うこと。 

５）建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図るため、除塵、拭き、清浄、

ごみの収集等の作業により汚れを除去することによって、快適な環境を整備するととも

に、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資するよう管理すること。 

 

第４１条 危機管理 

１．事故・災害 

１）緊急時連絡体制構築 

施設等運営者は、緊急連絡体制表を作成し、管理運営要領に記載の上提出すること。ま

た、施設内に掲示をすること。 

２）初期対応 

①施設等運営者は、管理運営要領に従い、公園利用者及び施設利用者に対する案内及び

緊急の対応等のサービスに努めること。 

②万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の

運転を一時停止または運転制限をする等の措置をした上、直ちに監督職員に報告し、臨

時に精密検査を行い、その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のための

必要な措置をとること。 

③その他事故等が発生したとき、またはその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を

取り、施設等運営者が作成した緊急連絡体制に基づき関係機関へ連絡し、次の各号に掲

げる事項について、遅滞なく、書面等により監督職員に報告するものとする。なお、中

国地方整備局が策定した事故等への対応計画、規定等がある場合は、それに則った対応

を図ること。 

一 事故発生日時。 

二 事故発生場所。 

三 事故発生の原因。 

四 事故の程度。 

五 人身事故の場合は、医師の診断結果、被災者の氏名、性別、年齢、連絡先。 

六 事故処理の概略。 

七 再発防止など改善策等。 

④重大事故についてはただちに監督職員に報告し、その指示に従うこととする。 

２．異常事態対策 
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１）施設等運営者は、中国地方整備局が実施又は要請する異常事態対策への参加・協力・実

施を、積極的かつ主体的に行う。 

２）施設等運営者は、異常な事案が発生した場合、その内容・初期対応状況等を、速やかに

監督職員へ報告するとともに、警察、消防署等関係機関に連絡する。 
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第５章第５章第５章第５章    施設管理施設管理施設管理施設管理    

第４２条 基本事項 

 １．施設等運営者は、施設及び管理備品の扱い、施設の清掃に関する実施方法を管理運営要領

に記載し提出するものとする。 

２．施設等運営者は、消耗品交換・修繕の実施に際して、収益施設内及びその周辺の環境を良

好に維持することを心掛けなければならない。 

３．施設等運営者は、収益施設内を常に良好な状態で維持し、公園内で実施されている他業務

と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、実施することとする。 

４．施設及び管理備品は、施設等運営者の注意義務により、更新時期の延伸に資するよう管理

すること。 

 

第４３条 清掃等 

１．施設等運営者は、収益施設内及びにその周辺の環境について、常に清潔かつ快適な環境を

保持するために、計画的な清掃管理を実施するものとする。 

２．施設等運営者が、清掃を実施する際には、施設利用者ならびに公園利用者の安全確保に十

分注意するものとする。 

３．施設等運営者は、自らが実施する清掃と運営維持管理業務受託者が実施する清掃について、

その清掃範囲及び夾雑物が混合しないように注意するものとする。 

 

第４４条 工事等 

１．施設等運営者は、自ら実施する修繕工事の実施に際して、事前に監督職員と協議を行ない、

必要に応じて施工体制に係る書類を作成し、業務着手までに監督職員に提出するものとす

る。 

２．施設等運営者が、消耗品の交換や施設等運営者が自ら実施する修繕工事を実施する際には、

施設利用者ならびに公園利用者の安全確保に十分注意するとともに、施設等運営者の責任

において常に公園の観察を行ない、善良なる管理を行うものとする。 

３．施設等運営者は、自らが実施する修繕工事について、その作業範囲及び構造物が、許可を

受けた範囲及び許可を受けた構造物であることを注意するものとする。 
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第第第第６６６６章章章章    財産管理財産管理財産管理財産管理    

第４５条 台帳管理 

１．施設等運営者が施行した固定資産（償却資産）については、「固定資産税における家屋と償

却資産の分離申出書」を所轄の税務事務所に提出するものとする。 

２．運営に関する備品等（建物除く）の費用、管理区域に関る建物管理費（消耗品の購入、貸

与した備品類の修理等）は、施設等運営者の負担とする。 

 

第４６条 備品の取扱い 

１．管理備品の取扱い 

許可を受けた収益施設の運営に必要な備品は、施設等運営者が全て準備するものとする。 

ただし、許可を受けた収益施設に付随する什器等の管理備品は使用することができる。 

許可を受けた収益施設に付随する什器等の管理備品の詳細は、別添 46｢収益施設等財産

区分一覧表及び図面｣による。 

上記一覧表及び図面のうち、財産区分が「国」の設備又は什器等が管理備品であり、財

産区分が「テナント」の設備又は什器等は現任施設等運営者の財産であることを示してい

る。現任施設等運営者の財産は、原則撤去を予定している。 

なお、管理備品が老朽化し更新の必要が生じた場合においても、原則中国地方整備局で

の更新は予定していない。収益施設の運営に際し、代替となる備品が必要となる場合は、

施設等運営者で準備するものとする。これにより、管理運営要領に定めるサービスの内容

が変更となる場合は、本規定書第２８条許可、承諾等を要する事項４．価格・サービス内

容の決定・変更によるものとする。 

また、業務開始時に中国地方整備局が費用を負担した備品の引継ぎを受けた場合は、施

設等運営者は、本業務完了の際、残存する備品で中国地方整備局がその費用を負担したも

のについて当該備品を中国地方整備局に引き渡すものとする。ただし、翌年度以降におい

て当該契約が引き続き締結され、当該業務に継続して使用されるものはこの限りではない。 

残存する備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品の内、

原状のまま比較的長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が２万円以上のものをいう。

なお、その取扱いについては、中国地方整備局が定める規定等による。 

２．特定備品の取扱い 

施設等運営者は、施設の管理・運営に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

ただし、本規定書 第２１条 業務の完了・引継、原状回復等に記載があるとおり、施設

等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が解除さ

れた場合、速やかに管理物件を原状に回復して、中国地方整備局に引き渡すこととなるこ

と、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、本規定書 第２２

条 立退料等の不請求にあるとおり、中国地方整備局に対し施設等運営者の施設の買取等を

請求することを禁じていることを踏まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備

等を持ち込むこととする。 

ただし、下記引継ぎ方針に従い、次期施設等運営者に資産を引き渡す場合は、原状回復

を行わなくてもよいものとする。なお、資産の処分については、施設等運営者が責任を負
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うものとする。 

＜特定備品に関する方針＞ 

１）自転車に関する方針 

①自転車引継ぎに関する方針 

現任施設等運営者より、現在使用している自転車を全台有償で引継ぐものとする。ま

た、次期施設等運営者に対しても同様に、自転車全台を有償で引継ぐものとする。 

②自転車購入に関する方針 

更新する自転車は自転車の品質を保証する公的機関の認定を受けたものでなければ

ならない。また、故障や事故で安全性の確保が保てない自転車については随時更新を

するものとする。 

なお、特殊自転車（二人乗り自転車等）については、公的機関認定の対象外、及びＴ

Ｓマーク認定の整備対象外であることから、監督職員の許可を得た上で購入をするも

のとする。 

ＴＳマークとは：公益財団法人日本交通管理技術協会発行、年１回自転車安全整備士

が点検・整備をすることで自転車の安全性が認定されるもの。１年間の付帯保険付。 

③自転車管理台帳に関する方針 

施設等運営者は、一台ごとの購入日、修繕履歴等を記載した自転車管理台帳を作成し

管理を行うこととする。なお、自転車管理台帳は次期施設等運営者に引継ぐものとす

る。 

３．機器・設備等を持ち込む費用、電気工事等の措置等に必要な経費及び持ち込んだ設備・機

器等から生じる経費（電気代、コピー代、電話代等）、原状回復に必要な経費は、施設等運

営者の負担とする。 
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第２編第２編第２編第２編    国営国営国営国営備北丘陵備北丘陵備北丘陵備北丘陵公園収益施設管理運営個別規定書公園収益施設管理運営個別規定書公園収益施設管理運営個別規定書公園収益施設管理運営個別規定書    

第第第第１１１１章章章章    駐車場駐車場駐車場駐車場    

第１条 総則 

施設等運営者は、駐車場の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適な

サービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、共通規定書第２８条に基づく管理運

営要領を作成するに当たり、共通規定書で定めている事項のほか、以下を踏まえた管理運営要

領を作成すること。 

 

第２条 施設の利用目的 

駐車場及び臨時駐車場は、公園利用者の本公園への来園手段である車両等を、公園利用時間

内に限り保管する場所を提供することを施設の利用目的とする。 

 

第３条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりとする。（別添 45｢収益施設等位置図｣参照） 

■運営対象施設一覧（常設駐車場） 

《必須施設》 

施設名称 大     型 普     通 原付・自動二輪 

第１駐車場 ― 490 台 10 台程度 

第２駐車場 ― 837 台 ― 

第３駐車場 ― 126 台 ― 

第４駐車場 ― 144 台 ― 

第５駐車場 ― 649 台 10 台程度 

第６駐車場 －    111 台 ― 

第７駐車場 －  99 台 ― 

大型駐車場 31 台 ― ― 

 

■臨時駐車場 

《臨時施設》 

設置位置 名称 駐車台数 備考 

みのりの里 みのりの里臨時駐車場 約 100 台  

つどいの里 スポーツ広場 約 500 台  

ふるさとの森 南臨時駐車場 約 1,000 台 

仮設であり、原則として駐車料金は徴

収しない 

 

第４条 担当責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者を選任したうえで駐車場の管理運営にあたらせるものとす

る。 

 

第５条 運営日時 

１．常設駐車場は、原則として本公園の開園日を運営日とする。但し、第７駐車場については

いこいの森エリアの開園日とする。 

２．運営時間も、原則として本公園の開園時間に合わせた運営時間とし、発券時間は本公園の
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開園時間から閉園時間の１時間前までとし、施設利用者へのサービスの提供を安定的に行

うこと。 

３．繁忙日等対応、及びイベント等開催のため、運営時間を延長または変更する場合は、監督

職員と事前に協議を行い、書面により承諾を得ること。 

４．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、中国

地方整備局より営業時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 

 

第６条 利用料金 

利用料金は、中国地方整備局長の指定する料金を上限とし、社会的に理解が得られる料金と

する。臨時駐車場の利用料金についても同様である。但し、南臨時駐車場は除く。 

また、下記以外にない料金（夜間料金、回数券料金、シルバー料金等）を実施する場合は、

事前に監督職員と協議を行い、書面により承諾を得ること。 

管理運営要領で定めた利用料金を変更する場合も、事前に監督職員と協議を行い、書面によ

り承諾を得ること。 

■中国地方整備局長の指定する料金 

車種 

利用料金 

備考 

一般 

パ ス ポ ー ト

提示 

大型（１日） 1,000 円 － 

車体総重量 8ｔ以上、最大積載量 5ｔ以上、

または乗車定員が 30 名以上の車両。 

普通（１日） 300 円 250 円 上記以外の自動車。 

二輪（1日） 100 円 80 円 自動二輪車及び原付自転車。 

身障者等 無料 無料 

運転手または同乗者が身体障害者手

帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

を提示した場合、駐車料金が免除。同乗

者が 11 名以上の場合、2 名の方の手帳

の提示が必要。 

 

 

第７条 業務の内容 

施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）駐車場の運営に関すること。 

２）駐車場の維持管理に関すること。 

３）駐車場の利用に伴う苦情処理に関すること。 

４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第８条 施設の運営 

１．駐車場の運営 

１）施設等運営者は、中入口、北入口の各ゲートにおいて必要人員を配置し、各駐車場の駐

車場利用料金の徴収及び領収書の発行等を行う。 

  ２）原則として、施設利用者が全て退出することを確認し閉場することとするが、著しく退

出が遅延し、施設利用者を確認することができない場合は、残車両を確認し、記録する

- 別紙 147 -



- 37 - 

こと。なお、残車両所有の施設利用者から、退出の申し出があった場合は、適切に対処

すること。 

３）駐車場の混雑具合に応じて誘導員等を配置する等、適切な運営を行うこと。 

２．繁忙期の対応 

施設等運営者は、繁忙期の混雑状況に応じて、誘導員の人数、配置を工夫する等円滑な

誘導に努める。 

３．臨時駐車場の確保 

１）繁忙期においては、中国地方整備局の定める園内のみのりの里・臨時駐車場、つどいの

里・スポーツ広場、いこいの森・南臨時駐車場を臨時駐車場とし、できる限り施設利用

者の駐車スペースを確保しなければならない。当該箇所を臨時駐車場として使用する場

合は、都市公園法５条の許可申請を行うこと。なお、収益施設として使用する場合の使

用料については日割りとする。 

  但し、南臨時駐車場は仮設であり駐車場としてのサービスが困難であることから、駐車

料金は徴収しないこと。 

２）臨時駐車場の使用は、常設駐車場が満車となる状態を見計らって、開始する。 

３）臨時駐車場への案内は、臨時駐車場の使用時に限定して、看板を設置し、利用者の指導

を行う。特に歩行者や入園者の安全確保には細心の注意を行う。 

 

４．利用制限等 

次の各号に該当する場合は、駐車場の利用を拒否することができるものとする。 

１）施設利用者が遵守事項を守らない場合又は施設等運営者の指示に従わない場合。 

２）危険物を積載している車両、その他駐車場の管理上支障のある車両が駐車する場合。 

 

第９条 施設・設備等の維持管理 

施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、常に清潔かつ快適な

状態に維持することに努めるものとし、以下の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）施設に係る清掃及び塵芥処理。 

２）施設の点検整備及び修繕又は故障の修理。点検に当たっては、舗装の段差やわだち、

陥没、区画線の抹消状況、縁石のぐらつき等の確認を適宜行い、必要に応じて修繕を

行うこと。 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等。 

４）植栽地がある場合は、別紙８「植物管理業務共通仕様書」に準拠し実施すること。 

 

第１０条 安全管理 

１．施設等運営者は、施設利用者の安全に万全の注意を払い、安全管理を行うものとする。 

２．補修、その他管理上やむを得ない理由があるときは、駐車場の全部又は一部を休止するこ

とができるものとする。 

３．管理上必要があると認められるときは、駐車場の出入口の全部又は一部を閉鎖することが

できるものとする。 
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４．駐車場内において、災害や事故が発生し、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措

置を取ることとする。 

５．やむを得ず、駐車場の全部又は一部を休止・閉鎖・変更する際は公園利用者及び施設利用

者に的確に告知すると共に監督職員に報告するものとする。 

６．緊急車両等の入出場については適宜協力をすること。 

７．施設等運営者は、施設利用者の安全確保、施設状況の把握、及び施設利用案内等を行うた

め、定期的に巡視を実施するものとする。また、事件、事故または災害等緊急時対応、不

審物の有無確認や拾得物への対処、清掃状況の点検等も併せて行うものとする。 

 

第１１条 緊急時の対応 

災害や事件、事故等が発生した際には、共通規定書第１編第４章「安全衛生管理」により対応

することとする。 

 

第１２条 費用負担 

１．駐車場運営に関わる一切の費用は、別に定めがある場合を除き、施設等運営者の負担とす

る。 

２．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、管理備品等を破損または紛失した場

合は、原則施設利用者の責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収す

る。 

３．中国地方整備局の職員や業務等で入園する業務入園者からは、駐車料を徴収することはで 

きない。 

４．駐車場料金と入園料等その他の料金を同時に徴収する場合、駐車場料金徴収事務と入園料

等徴収事務の作業分担を適切に把握しアロケを行うこととし、その方法については監督職

員と協議すること。 

 

第１３条 責任の範囲 

１．次の各号に該当する場合は、中国地方整備局及び施設等運営者は、賠償責任を負わないも

のとし、その旨を施設利用者が分かるように看板等の掲示を行うものとする。 

１）天変地異、その他不可抗力による事故、及び管理上の責に帰することのできない事由に

よって生じた車両及び施設利用者の損害。 

２）車両に残された貴重品、その他物品及び取付物に関する損害。 

２．前号及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、施設等運

営者は車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を

賠償すること。 

３．施設等運営者の過失等が原因で、施設を損傷し又は滅失した場合、施設等運営者がその損

害を賠償すること。ただし、施設利用者の責めに帰すべき理由がある場合には、施設利用

者に損害の賠償を求める。 
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第１４条 施設利用上の注意 

施設利用者に対し、以下の各号について看板等において注意を促すものとする。 

１）場内での車両通行速度は、時速 20km/h 以下に努めること。 

２）場内での追い越しをしないこと。 

３）標識又は係員の指示に従うこと。 

４）車両を離れるときは、エンジンを停止し、ドア及びトランクには施錠し、盗難に備える

こと。 

５）公害防止の為、エンジンを空ぶかししないこと。 

６）施設、他の車両及びその取付物等への損害、又はその他の事故を目撃した時は施設等運

営者へ速やかに連絡すること。 

７）「車いす使用者用駐車スペース」は該当車両がいつでも利用できるよう、一般施設利用者

は利用を控えること。 

８）その他、施設等運営者の業務又は他の施設利用者の妨げになるような行為はしないこと。 
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第第第第２２２２章章章章    レンタサイクル施設レンタサイクル施設レンタサイクル施設レンタサイクル施設    

第１５条 総則 

施設等運営者は、レンタサイクル施設の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設

利用者への快適なサービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、共通規定書第

２８条に基づく管理運営要領を作成するに当たり、共通規定書で定めている事項のほか、

以下を踏まえた管理運営要領を作成すること。 

 

第１６条 施設の利用目的 

レンタサイクル施設は、本公園において施設利用者への自転車の貸出し等を行うことを

施設の利用目的とする。 

 

第１７条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりとする。（別添 45｢収益施設等位置図｣参照） 

 

■運営対象施設一覧 

《裁量施設》 

施設名称 

現行運営台数 

（参考） 

備考 

中入口サイクリングセンター 

２０台 １８インチ 

４１台 ２０インチ 

１９台 ２２インチ 

４０台 ２４インチ 

３８台 ２６インチ 

２５台 ２６インチ（子供乗せ・前かご） 

８台 ２６インチ（電動） 

１９１台 合 計 

北入口サイクリングセンター 

１０台 １８インチ 

１５台 ２０インチ 

２０台 ２２インチ 

１０台 ２４インチ 

２６台 ２６インチ 

１７台 ２６インチ（子供乗せ・前かご） 

２台 ２６インチ（電動） 

１００台 合 計 

 

 

第１８条 担当責任者の選任 

施設等運営者は、担当責任者を選任したうえでレンタサイクル施設の管理運営にあたら

せるものとする。 

 

第１９条 運営日時 

１．中入口サイクリングセンターは、原則として本公園の開園日を運営日とする。 

  北入口サイクリングセンターは、原則として以下の行催事期間以上を運営日とするが、公

園利用者の状況や収益施設全体の収支を鑑み、運営日時を変更することができる。 
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■北入口サイクリングセンターを運営する行催事 

行催事名 

春まつり期間 

夏まつり期間 

秋まつり期間 

ウインターイルミネーション期間 

※上記行催事が中止等となった場合は、運営日時については別途監督職員と協議す

ること。 

２．運営時間は、原則として開園時間に合わせた運営時間とし、発券時間は本公園の開園時間

から閉園時間の１時間前までとし、施設利用者へのサービスの提供を安定的に行うこと。 

  但し、ウインターイルミネーション等における夜間開園時間など、利用者の安全確保が困

難ことが明らかな場合はこの限りではない。 

３．運営日時及び運営時間を変更する場合は、監督職員と事前に協議を行い、書面により承諾

を得ること。 

４．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、中国

地方整備局より運営時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 

 

第２０条 利用料金 

１．施設利用者へ提供する自転車貸出の利用料金は、周辺類似事例等に基づき、収益施設全体

の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定めるものとする。 

２．管理運営要領で定めた利用料金を変更する場合は、事前に監督職員と協議を行い、書面に

より承諾を得ること。 

 

■＜参考＞現行利用料金一覧 

種類 車種 利用料金（超過料金） 

貸自転車 

大人（15 歳以上） ２時間…250 円（30 分ごとに 70 円） 

小人（小・中学生） ２時間…100 円（30 分ごとに 30 円） 

貸自転車(電動補助付) 

大人（15 歳以上）  ２時間…500 円（30 分ごとに 160 円） 

小人（小・中学生） ２時間…250 円（30 分ごとに 80 円） 

 

第２１条 業務内容 

施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）自転車の貸出に関すること。 

２）レンタサイクル施設の維持管理に関すること。 

３）自転車の利用に伴う苦情処理に関すること。 

４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第２２条 施設の運営 

１．サイクリングセンターの運営 
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１）施設等運営者は、各サイクリングセンターに必要人員を配置し、自転車貸出に伴う利用

料金の徴収及び領収書の発行、自転車の貸出、自転車の整備等を行う。 

２）施設等運営者は、自転車の貸出開始前に自転車園路に異常がないか確認を行うこととす

る。 

３）施設等運営者は、貸出自転車について本個別規定書第２４条に基づく点検を行い、異常

のないことを確認した上で貸し出すものとする。 

４）施設等運営者は、閉園後全ての自転車が返却されているか台数確認を行い、不足してい

る場合は自転車園路等の調査を行い、未返却車両がないか確認をするものとする。 

５）施設等運営者は、待ち時間が長時間になることが予測される場合は、あらかじめその対

策をたて、待機場所を設置する等、事前に必要な措置を講じるものとする。 

６）施設等運営者は、施設の混雑状況に応じて、導線を工夫する等円滑な誘導に努めること。 

 

２．利用制限等 

次の各号に該当する場合は、レンタサイクル施設の利用を拒否することができるものとする。 

１）施設利用者が遵守事項を守らない場合又は施設等運営者の指示に従わない場合。 

２）自転車に乗れない者。 

 

第２３条 施設・設備等の維持管理 

施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、常に清潔かつ快適な

状態に維持することに努めるものとし、以下の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）施設及び施設周辺の清掃及び塵芥処理。 

２）施設の点検整備及び修繕又は故障の修理。 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等。 

 

第２４条 安全管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に自転車を利用できるよう心がけ、常に自転

車を正常な状態で維持するため、日常点検、一斉点検を行う。 

２．日常点検、一斉点検については、下記頻度等により実施する。 

１）日常点検：自転車貸出し時、及び返却時に毎回、車両及びその周辺等の点検を行い、良

好な環境維持に努めること。 

２）一斉点検：年１回、自転車安全整備士の資格者によりＴＳマークの点検を、全保有車両

を対象に行い、有効期限が切れないよう注意すること。 

３．施設等運営者は、日常点検として、自転車を貸出し時及び自転車返却時に次の各号をはじ

め安全に関する項目について、点検及び利用指導を行うこととする。 

１）貸出し時 

①目視による車両の汚れの点検。 

②目視・触検によるタイヤの空気圧、スポークの不具合、ブレーキの動作確認、ハンド

ルの歪み、チェーンの緩み等の点検。 

③自転車の注意事項や操作方法等の説明を行う。特に、超過料金、ヘルメットの着用及
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びスピードの出しすぎ注意の安全走行についての案内は確実に伝えること。 

④サドルの高さ調整を行うこと。 

⑤施設利用者に不都合がないかを確認後、貸出しを行うこと。 

２）返却時 

①施設利用者から走行中に不都合がなかったかを確認すること。 

②施設利用者から指摘があった場合は、その部分及び関連部分を点検すること。 

③「自転車業務日報」を定め、点検結果を転記すること。 

４．日常点検を担当する者の技術力向上のため、自転車安全整備士による点検講習を受講する。 

 

第２５条 緊急時対応 

１．次の各号の時は、施設等運営者は、貸出を一時中止・変更又は休止するものとし、監督職

員に報告するものとする。貸出を一時中止・変更又は休止するときは、駐車場、ゲート及

び各サイクリングセンター前に営業休止の掲示を行うなど公園利用者及び施設利用者に適

切に告知するものとする。 

１）地震、台風、大雨、大雪等悪天候または自然災害のため、走行に危険が予想されるとき。 

２）事故などの不測の事態が生じたとき。 

３）緊急事態が発生し、又はその発生が予想されるとき。 

４）その他中国地方整備局、監督職員又は運営維持管理業務受託者の総括責任者の指示のあ

ったとき。 

２．施設等運営者は、前項の規定により自転車貸出を中止したときは、再開の前に自転車園路

に異常がないことを確認しなければならない。 

３．自転車園路等において事故が発生し又はその恐れがあるときは、緊急連絡体制に基づき速

やかに必要な措置を行うものとする。 

 

第２６条 費用負担 

１．貸出に供する自転車の購入費用 

準備する自転車台数は、本個別規定書第１７条運営対象施設に示す台数（２９１台）程度

以上とし、各インチの台数の構成も同程度の比率を保つこと。台数の構成比率に関しては、

施設利用の増進の観点から、監督職員への協議により変更可能である。 

また、貸出に供する自転車は、自転車の品質を保証する公的機関の認定を受けたものでな

ければならない。なお、タンデム車（二人乗り自転車）等の特殊自転車は、自転車の品質

を保証する公的機関の認定対象外であることから、中国地方整備局の許可を得た上で購入

をするものとする。 

２．レンタサイクル運営に関わる一切の費用は、別に定めがある場合を除き、施設等運営者の

負担とする。 

３．施設利用者の不適切な使用により、レンタル自転車を破損（パンクを含む）または紛失し

た場合は、原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収

する。 

４．施設等運営者は、業務終了時には共通規定書第４６条備品の取扱いに示すとおり、保有す
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る自転車を次期施設等運営者に引き継ぐものとする。 

 

第２７条 責任の範囲 

１．次の各号に該当する場合は、中国地方整備局及び施設等運営者は、賠償責任を負わないも

のとし、その旨を施設利用者が分かるように看板等の掲示を行うものとする。 

１）天変地異、その他不可抗力による事故、及び管理上の責に帰することのできない事由に

よって生じた施設利用者の損害。 

２）施設等運営者の過失あるいは貸出自転車の整備不良等に依らない損害。 

２．前号及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、施設等運

営者はその損害を賠償すること。 

３．施設等運営者の過失等が原因で、施設を損傷し又は滅失した場合、施設等運営者がその損

害を賠償すること。ただし、施設利用者の責めに帰すべき理由がある場合には、施設利用

者に損害の賠償を求める。 

 

第２８条 施設利用上の注意 

施設利用者に対し、以下の各号について注意喚起を促すものとする。 

１）自転車を使用しようとするときは、あらかじめ試乗し、ハンドル・ブレーキ・その他の

装置が確実に操作でき整備が良好であることを確認すること。 

２）乗車中又は使用中に自転車の装置について不良箇所が発生したときは、直ちに乗車を停

止すること。 

３）安全運転をすること。 

４）備え付けのヘルメットを着用すること。 

５）無謀運転、酒気帯び運転、その他施設利用者及び公園利用者等に迷惑を及ぼす行為をし

ないこと。 

６）危険箇所、不適当な場所での使用をしないこと。 

７）公園利用者の通行障害となるような行為をしないこと。 

８）自転車の構造・装置等の改造及び変更をしないこと。 

９）自転車を駐輪するときは、指定された場所に駐輪すること。 
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第第第第３３３３章章章章    飲食・物販施設飲食・物販施設飲食・物販施設飲食・物販施設    

第２９条 総則 

施設等運営者は、飲食・物販施設の管理運営（自主事業として行う臨時の飲食・物販施設

の運営を含む。）に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適なサービスの提供及び

安全確保に努めるものとする。なお、共通規定書第２８条に基づく管理運営要領を作成する

に当たり、共通規定書で定めている事項のほか、以下を踏まえた管理運営要領を作成するこ

と。 

 

第３０条 施設の利用目的 

飲食・物販施設は、本公園において飲食及び物販サービスを提供することを施設の利用目

的とする。 

 

第３１条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりとする。（別添 45｢収益施設等位置図｣参照） 

■ 運営対象施設一覧 

   ≪裁量施設≫ 

＜飲食施設＞ 

施設名称 営業場所 

中入口食堂「中の茶屋」 中入口センターエリア 

芝生広場休憩所レストラン｢湖畔レストハウス」 つどいの里 

エントランスセンター国兼レストラン｢レストラン国兼｣ 北入口センターエリア 

エントランスセンター国兼軽食コーナー｢軽食きゅうくん｣ 北入口センターエリア 

＜物販施設＞ 

施設名称 営業場所 

中入口売店｢ランバス｣ 北入口センターエリア 

エントランスセンター国兼売店｢売店はなちゃん｣ 北入口センターエリア 

 

 

＜臨時施設＞参考：平成 22 年度実績 

設置時期 営業場所 売店数 

春 

みのりの里 2 箇所 

全域 6 箇所 

中央入口センターエリア 3 箇所 

ひばの里 3 箇所 

つどいの里 1 箇所 

夏 

中央入口センターエリア 6 箇所 

ひばの里 5 箇所 

秋 

みのりの里 1 箇所 

中央入口センターエリア 5 箇所 

ひばの里 4 箇所 

つどいの里 7 箇所 

星の里 1 箇所 

冬 

中央入口センターエリア 4 箇所 

ひばの里 5 箇所 
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第３２条 担当責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者、防火管理者、食品衛生責任者等、管理運営上法的に必

要な資格を保持する者を選任した上で、飲食施設及び物販施設の管理運営にあたらせるもの

とする。 

 

第３３条 運営日時 

１．各施設の運営期間及び運営時間は、原則として以下に示す表以上とするが、公園利用者の

状況や収益施設全体の収支等を鑑み、営業日時を変更することができる。 

種別 施設名称 運営期間 運営時間 

飲食 

中入口食堂「中の茶屋」 

公園開園日    公園開園時間 

※注１） 

芝生広場休憩所レストラン｢湖畔レス

トハウス」 

春まつり開催期間 

夏まつり開催期間 

秋まつり開催期間 

公園開園時間 

エントランスセンター国兼レストラ

ン｢レストラン国兼｣ 

春まつり開催期間 

秋まつり開催期間 

ウインターイルミネーション開催期間

の土・日・祝 

公園開園時間 

※注３） 

エントランスセンター国兼軽食コー

ナー｢軽食きゅうくん｣ 

春まつり開催期間 

夏まつり開催期間 

秋まつり開催期間 

ウインターイルミネーション開催期間 

公園開園時間 

※注３） 

物販 

中入口売店｢ランバス｣ 

公園開園日 公園開園時間 

※注１） 

エントランスセンター国兼売店｢売店

はなちゃん｣ 

春まつり開催期間 

夏まつり開催期間 

秋まつり開催期間 

ウインターイルミネーション開催期間 

公園開園時間 

※注３） 

注１）中入口食堂｢中の茶屋｣、中入口売店｢ランバス｣の営業時間は、原則公園開園時間以

上とするが、1 日の公園開園時間が 8 時間半を超える場合は、公園利用者の状況等を考慮し

変更することができる。 

注２）上表に示す行催事が中止等となった場合、運営日時については別途協議すること。 

注３）ウインターイルミネーション開催期間中のエントランスセンター「レストラン国兼」

「軽食きゅうくん」「売店はなちゃん」運営時間は１日５時間以上とする。 

２．臨時施設については、監督職員と協議の上、決定すること。 

３．運営日時の変更を行う場合は、事前に監督職員と協議を行い、書面により承諾を得ること。 

４．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、中国

地方整備局より営業時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 

 

第３４条 利用料金及び販売品目 

１．販売価格及び販売品目は、周辺類似事例等に基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑

みながら、市場価格に準じて定めるものとする。なお、販売品目等は施設利用者のニーズ

を把握し、その見直しを図るなど、満足度の向上に努めること。 

２．管理運営要領で定めたサービス内容を変更する場合は、事前に監督職員と協議を行い、書

面により承諾を得ること。但し、販売品目又は販売価格のみの軽微な変更については、書

面による監督職員への報告とする。 
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■〈参考〉現行販売品目等 

種別 施設名称 販売・貸出品目 

飲食 

中入口食堂「中の茶屋」 

そば、うどん、定食類、丼、おむすび、カレーライス、

フライドポテト、たこ焼き等 

ビール、ジュース・コーヒー等のソフトドリンク類、ソ

フトクリーム、かき氷等 

芝生広場休憩所レストラン「湖畔レストハ

ウス」 

牛ロース、カルビ等焼肉セット類、ラーメン、そば、う

どん、弁当、カレーライス等 

ビール、ジュース・コーヒー等のソフトドリンク類、ソ

フトクリーム、かき氷等 

エントランスセンター国兼レストラン｢レスト

ラン国兼｣ 

パスタ、ハンバーグランチ、ランチセット、カレーライ

ス、ディナーセット等 

ビール、ジュース・コーヒー等のソフトドリンク類、デ

ザート類 

飲食 

エントランスセンター国兼軽食コーナー

｢軽食きゅうくん｣ 

そば、うどん、丼、おむすび、カレーライス、フライド

ポテト、フライドチキン等 

ビール、ジュース・コーヒー等のソフトドリンク類、ソ

フトクリーム、かき氷等アイスクリーム、フライドポテ

ト、 

物販 

中入口売店｢ランバス｣ 

ビール、ジュース、アイスクリーム、スナック類、民芸

品、土産物、玩具類、加工食品、ファンシーグッズ類 

エントランスセンター国兼売店｢売店

はなちゃん｣ 

 

 

第３５条 繁忙期の対応 

繁忙期の管理運営にあたっては、飲食施設の機能を補完し施設利用者へのサービス提供を

強化するため、中国地方整備局が指定した場所及び期間に臨時売店の開設を許可するものと

する。 

なお、開設にあたっては、事前に開設時間及び販売計画等について施設等運営者から中国

地方整備局と協議し、書面により許可を得ること。 
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臨時売店開設場所及び開設期間一覧 参考；平成 22 年度実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３６条 業務の内容 

施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）飲食・物販施設の運営に関すること。 

２）飲食・物販施設の維持管理に関すること。 

３）飲食・物販施設利用に伴う苦情処理に関すること。 

４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第３７条 施設・設備の維持管理 

施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、常に清潔かつ快適

な状態に維持することに努めるものとし、以下の各号に掲げる業務を行うものとする。 

施設名

臨時売店 みのりの里

臨時売店

国営備北丘陵公園

（第１会場～第６会場）

臨時売店 ひばの里、中の広場

臨時売店 中の広場 平成22年4月1日～平成22年5月31日

臨時売店 ひばの里、農家2厨房

臨時売店 中の広場 　　平成22年4月3日

臨時売店 つどいの里クラブハウス前 　　平成22年5月9日

臨時売店 中の広場 　　平成22年6月1日～平成22年6月30日

臨時売店 　　平成22年6月1日～平成22年6月30日

臨時売店 さとやま屋敷裏庭の一部 　　平成22年6月1日～平成22年6月30日

臨時売店 　　平成22年7月1日～平成22年9月30日

臨時売店 中の広場 　　平成22年7月1日～平成22年9月30日

臨時売店 中の広場第２駐車場付近 　　平成22年7月26日～平成22年8月6日

臨時売店 中の広場 　　平成22年7月1日～平成22年8月31日

臨時売店 さとやま屋敷裏庭の一部 　　平成22年7月1日～平成22年9月30日

臨時売店 ひばの里お堂前広場 　　平成22年7月26日～平成22年8月6日

臨時売店 　　平成22年9月7日～平成22年10月31日

臨時売店 上の農家厨房 　　平成22年9月11日～平成22年10月17日

臨時売店 大芝生広場 　　平成22年10月1日～平成22年10月5日

臨時売店 中の広場 　　平成22年10月1日～平成22年12月31日

臨時売店 大芝生広場 　　平成22年10月1日～平成22年10月4日

臨時売店 さとやま屋敷裏庭の一部 　　平成22年10月1日～平成22年12月31日

臨時売店 さとやま屋敷 　　平成22年10月1日～平成22年10月17日

臨時売店 　　平成22年10月1日～平成22年12月31日

臨時売店 大芝生広場 　　平成22年10月7日～平成22年10月13日

臨時売店 エントランスセンター国兼湖畔広場 　　平成22年10月15日～平成22年10月17日

臨時売店 　　平成22年10月23日～平成22年10月27日

臨時売店 　　平成22年10月23日～平成22年10月24日

臨時売店 中の広場、ひばの里 　　平成22年11月13日～平成23年1月15日

臨時売店 さとやま屋敷中庭 　　平成22年11月16日～平成22年12月30日

臨時売店 さとやま屋敷内、裏庭の一部 　　平成22年11月16日～平成22年12月30日

臨時売店 上の農家 　　平成22年11月16日～平成22年12月30日

臨時売店 ビジターセンター前 　　平成22年11月27日～平成23年1月15日

臨時売店 中の広場 　　平成23年1月1日～平成23年3月31日

臨時売店 　　平成23年1月1日～平成23年3月31日

臨時売店 第６駐車場ナシ園前 　　平成23年3月18日～平成23年3月31日

オートキャンプ場イベント広場

平成22年4月10日、11日、17日、18日、24日、25日、29日

平成22年5月1日～5日、8日、9日（計 14日間）

ひばの里お堂前広場、中の広場棚

田前付近

ひばの里お堂前広場、中の広場棚

田前付近

中の広場、大芝生広場、

湖畔レストハウス前、花の広場入

口、つどいの里第３駐車場

ひばの里お堂前広場、中の広場棚

田前付近

湖畔レストハウス前、花の広場

入口

ひばの里お堂前広場、中の広場棚

田前付近

平成22年4月1日～平成22年4月5日

平成22年4月1日～平成22年5月20日（第1・3・4・5会場）

平成22年4月1日～平成22年5月31日（第2会場）

平成22年4月1日～平成22年5月14日（第6会場）

平成22年4月1日～平成22年5月31日

開設期間営業場所
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１）施設に係る清掃及び塵芥処理。 

２）施設の点検整備及び修繕又は故障の修理。 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等。 

 

第３８条 安全衛生管理等 

１．衛生管理及び安全管理は、施設等運営者において全責任を負うものとする。 

２．施設等運営者は、食品衛生法、消防法の関係諸法令及び規則等に基づいた設備等の点検計

画及び衛生点検計画を記載した安全衛生管理計画を作成し、管理運営要領に記載の上に提出

するものとする。また、安全衛生管理計画書作成にあたっては、以下に示す項目のほか、十

分な衛生管理及び安全管理等を行うとともに事故防止に努めるものとする。 

１）運営に当たる全職員を対象として、年１回以上の健康診断を実施し、検査の結果、異常

ある者は、完全に回復したとの医師の診断が得られるまで職場復帰は認めないこと。 

その他、下痢を起こしているなど体調不良者は出勤させてはならない。 

２）消防法に基づき、避難訓練、消火器訓練等を年２回実施すること。 

３．上記点検等の結果については、遅滞なく監督職員に報告すること。 

４．飲食施設は、施設利用者が満足していただけるよう、商品管理の徹底、消防設備の点検、

身だしなみ等、常に清潔、快適かつ安全な状態に維持するものとする。そのため、以下の

管理を実施する。 

１）始業及び終業時には、ガス、電気等を使う火災につながる器具の点検を行うとともに、

清掃状態や施設の不具合についても点検を行うこと。 

２）毎日の始業事に、服装、髪型、アクセサリー、爪、健康状態、頭髪について点検を行い、

安全衛生や施設利用者の利用満足度の向上に努めること。 

３）毎日、害虫の発生状況を点検し、必要に応じ適切な害虫駆除を行うこと。 

４）清掃点検項目を定めた上で、これに基づき清掃を行い、テーブルや厨房内、カウンター、

排水溝、厨房機器、ごみ箱の点検を行うこと。 

５）毎日、売店商品の保管状況点検を行い、賞味期限切れ製品等を供することのないよう、

賞味期限、腐敗、変色、異味、異臭などを確認すること。 

６）毎日、冷蔵庫、冷凍庫等の温度点検を行うこと。 

７）緊急時には、緊急連絡事項の取扱いに関する規約と緊急連絡体制に基づいて、監督職員

及び運営維持管理業務受託者をはじめ、関係機関に対し迅速に連絡・対応すること。 

８）納品を行う業者に対して、書面及び日常的な安全運転の指導を行うこと。 

９）運営に当たる全職員のうち、直接食物に触れる職員を対象として、腸内細菌検査のため

の検便検査を年２回以上実施し、検査の結果、異常がある者は、二次検査で異常の有無

を確認し正常であることが確認されない限り、就業を認めないこととするなど、二次感

染の防止に努めること。 

５．食中毒等の事故が発生したとき、又はその恐れがあるときは、別添 47｢食中毒と懸念され

る事案が発生した場合の対応マニュアル（案）｣に基づき速やかに必要な措置を講じること。

なお、食中毒等社会的な影響や人的影響等を伴うときは、中国地方整備局が主体となりマ

スコミ対応等を行うが、その際、中国地方整備局の求めに応じ施設等運営者は迅速かつ適
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切に協力しなければならない。 

６．食中毒等により、施設利用者に対して、人的損害を及ぼした場合は、施設等運営者の責任

において、その賠償を行う。 

 

第３９条 費用負担 

１．飲食・物販施設運営に関わる一切の費用は、別に定めがある場合を除き、施設等運営者の

負担とする。 

２．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者の責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第４０条 責任の範囲 

１．次の各号に該当する場合は、中国地方整備局及び施設等運営者は、賠償責任を負わないも

のとし、その旨を施設利用者が分かるように看板等の掲示を行うものとする。 

１）天変地異、その他不可抗力による事故、及び管理上の責に帰することのできない事由に

よって生じた施設利用者の損害。 

２）施設等運営者の過失に依らない損害。 

２．前号及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、施設等運

営者はその損害を賠償すること。 

３．施設等運営者の過失等が原因で、施設を損傷し又は滅失した場合、施設等運営者がその損

害を賠償すること。ただし、施設利用者の責めに帰すべき理由がある場合には、施設利用

者に損害の賠償を求める。 

 

第４１条 利用制限等 

次の各号に該当する場合は、飲食・物販施設の利用を拒否することができる。 

１）施設利用者が遵守事項を守らない場合又は施設等運営者の指示に従わない場合。 

２）ペット等の動物を持ち込む場合。ただし、身体障害者補助犬となる盲導犬、介助犬、聴

導犬については除く。 
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第第第第４４４４章章章章    備北備北備北備北オーオーオーオートビレッジトビレッジトビレッジトビレッジ（キャンプ場）（キャンプ場）（キャンプ場）（キャンプ場）    

第４２条 総則 

施設等運営者は、備北オートビレッジの管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利

用者への快適なサービスの提供及び安全確保に努めるとともに、公共性に配慮し、周辺景観

を阻害することのないよう景観に十分配慮するなど都市公園の効用に資するよう適切に管理

運営を行うものとする。なお、共通規定書第２８条に基づく管理運営要領を作成するに当た

り、共通規定書で定めている事項のほか、以下を踏まえた管理運営要領を作成すること。 

 

第４３条 施設の利用目的 

備北オートビレッジは、本公園において施設利用者への一般カーサイト、キャンピングカ

ーサイト、フリーサイト、常設トレーラー、コテージの提供並びにこれらに付随するレンタ

ル用品の貸し出し及び関連サービスを提供することを施設の利用目的とする。 

 

第４４条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりである。（別添 45｢収益施設等位置図｣参照） 

■運営対象施設一覧 

《裁量施設》 

区  

分 

名  称 施設内容 

全体許可 

面積（㎡) 

内建物面積（㎡) 

 (建築面積）  

内敷地面積 

（㎡） 

備   考 

備

北

オ

ー

ト

ビ

レ

ッ

ジ 

管理センター 1 棟 314.5 314.5 － 部分許可 

駐車場 2 箇所 

1,051.0 － 1,051.0   

782.0      

管理棟・駐車場小計 2,147.5 314.5 1,051.0   

一般カーサイト(上側） 

一般カーサイト １３区画 

7,142.0 

－ 

6,976.7 

 

共同利用施設(A） １棟 165.3  

細園路含む －  

一般カーサイト(下側） 

一般カーサイト ２５区画 

11,584.0 

－ 

11,253.4 

 

共同利用施設(A） ２棟 330.6  

一般カーサイト小計 18,726.0 496.0 18,230.0  

キャンピング 

カーサイト 

キャンピングカーサイト １３区画 

7,242.0 

－ 

7,055.7 

 

共同利用施設(A） １棟 165.3  

常設トレーラー １基 21.0  

フリーサイト 

フリーサイト 21 区画程度 

3,802.0 

－ 

3,702.0 

 

共同利用施設(B) 1 棟 100.0  

階段含む －  

キャンピングカーサイト・フリーサイト小計 11,044.0 286.3 10,757.7  

コテージサイト 

（カーサイト側） 

コテージ（D） ７棟 

2,004.0 

293.3 

1,650.0 

 

シャワー棟 １棟 60.7  

コテージサイト 

（カーサイト側） 

コテージ（A） ２棟 

1,635.0 

108.3 

1,433.3 

 

コテージ（B） １棟 42.9  

コテージ（E)  １棟 50.5  

コテージサイト 

（カーサイト側） 

コテージ身障者（A）１棟 328.0 61.4 266.6 
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コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（D)  １棟 

904.0 

41.9 

800.7 

 

コテージ身障者（B）１棟 61.4  

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（C)  １棟 398.0 41.9 356.1 

 

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（C)  ２棟 717.0 83.8 633.2 

 

コテージサイト 

（熊野池側） 

コテージ（C)  ２棟 1,160.0 83.8 1,076.2 

 

コテージサイト小計 7,146.0 929.8 6,216.2  

キャンプ場利用者用園路 6,323.0 － 6,323.0 

繁忙期のフ

リーサイト利

用者用駐車

場を含む 

キャンプ場利用者用園路 1,299.0 － 1,299.0   

園路小計 7,622.0 － 7,622.0  

附帯施設 

ゲート ２基  4.0 － 4.0  

キャンプファイヤーサークル１基 3.0 － 
3.0 

 

附帯施設小計 7.0 － 7.0  

合   計 46,692.5 2,026.6 43,883.9  

 

第４５条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者、食品衛生責任者等、管理運営上法的に必要な資格を保

持する者を選任した上で、備北オートビレッジの管理運営にあたらせるものとする。 

 

第４６条 運営日時 

１．施設の運営期間は、原則として４月１日から１１月末日まで以上とするが、施設利用者の

状況や収益施設全体の収支等を鑑み、変更することができる。 

２．施設運営時間は、原則下記のとおりとするが、施設利用者の状況や収益施設全体の収支等

に鑑み、変更することができる。 

３．運営期間及び運営時間の変更を行う場合は、事前に監督職員と協議を行い、書面により承

諾を得るものとする。 

  ■施設運営時間 

施設名称 運営時間 

備北オートビレッ

ジ 

� ゲート開閉時間  7:00～21:30 

� チェックイン  14:00～18:00 

� チェックアウト  8:00～12:00 

（ただしコテージ及び常設トレーラーについては 8:00～11:00） 

� 場管理センター運営 9:00～20:00 

（ただし宿泊者がある場合は、8:00～20:00） 

（事故及び病気への対応は 24 時間実施） 

� 日帰り利用は、公園開園時間の利用とする 

 

第４７条 利用料金 

１．施設利用者へ提供する一般カーサイト、コテージ、テント等利用料金、レンタル品の貸出

品目及び価格、飲食・物販の販売品目及び価格は、周辺類似事例に基づき、収益施設全体

の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定めるものとする。 
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２．管理運営要領で定めた利用料金を変更する場合は、事前に監督職員と協議を行い、書面に

より承諾を得ること。但し、レンタル品の貸出品目及び価格、飲食・物販の販売品目又は

価格のみの軽微な変更については、書面による監督職員への報告とする。 

 

■＜参考＞現行利用料金一覧 

種 類 内 容 利用料金 

施設維持費 

大人 300 円／泊（180 円／団体・泊） 

小中学生 120 円／泊（90 円／団体・泊） 

幼児（6 歳未満） 無料 

利用料金 

キャンピングカーサイト 4,000 円／泊 

一般カーサイト 3,000 円／泊 

一般カーサイト追加（1 台当たり） 1,000 円／泊 

フリーサイト 1,500 円／泊 

フリーサイト追加（1 台当たり） 1,000 円／泊 

常設トレーラー 15,000 円／泊 

常設トレーラー追加（1 台当たり） 15,000 円／泊 

コテージ（4 人用） 15,000 円／泊 

コテージ（6 人用） 18,000 円／泊 

コテージ追加（1 人当たり） 1,000 円／泊 

デイキャンプ（日帰り） 1,000 円／泊 

コテージデイ利用（4 人用日帰り） 7,500 円／泊 

コテージデイ利用（6 人用日帰り） 9,000 円／泊 

コテージ追加（1 人当たり） 1,000 円／泊 

常設トレーラーデイ利用（日帰り） 7,500 円／泊 

各種料金 

温水シャワー 100 円／5 分 

電源 500 円 

洗濯機 200 円／回 

乾燥機 100 円／回 

浴室 300 円／大人 

浴室 200 円／小・中学生 

浴室 100 円／幼児（3 歳以上） 

※団体は 20 名以上 

 

■＜参考＞現行レンタル用具及び飲食・物販販売品目等一覧 

施設名称 貸出・販売品目 

備北オートビレッ

ジ 

器具貸出 

テント、ヘキサタープ、メッシュタープ、３シーズンシュラフ、４シー

ズンシュラフ、ロールマット、毛布、枕（カバーつき）、テーブル、いす、

電池ランタン、ガスランタン、クッカー、ツインバーナー、調理器具セ

ット、バーベキューコンロ、焚火台、延長コード、網・鉄板、テレビ、

電源等 

販売提供 

キャンピング用品、バーベキュー用食材（牛肉、豚肉、肉加工品、カッ

ト野菜、ライス、お新香、調味料等）、酒類、ソフトドリンク、日用雑貨、

ぬいぐるみ等 

 

第４８条 業務内容 

施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 
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１）利用に伴う受付・調整に関すること。 

２）備北オートビレッジの運営に関すること。 

３）備北オートビレッジの維持・管理に関すること。 

４）キャンピング用品等の貸出に関すること。 

５）物販の提供に関すること。 

６）備北オートビレッジの利用に伴う苦情処理に関すること。 

７）備北オートビレッジの利用サービスに関すること。 

８）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第４９条 施設の運営 

 １．備北オートビレッジの運営 

１）施設等運営者は、備北オートビレッジ管理センターに必要人員を適切に配置し、施設の

運営管理を行うものとする。 

２）予約受付 

①施設等運営者は、備北オートビレッジの利用について、３ヶ月前の１日から受付（１

日が休園日の場合は２日から）先着順で予約調整を行うこと。 

ただし、４月～５月の予約は２月１日からとすること。 

②施設等運営者は、予約受付のための専用の電話とインターネット予約システムを用意

すること。インターネット予約システムの変更に伴い本公園のホームページを修正する

場合は、運営維持管理業務受託者と調整すること。 

３）利用料金等の徴収 

一般カーサイト、コテージの提供並びに施設利用等に伴う利用料金の徴収及び領収書の

発行等を行う。 

なお、備北オートビレッジ利用者の入園料も徴収するものとし、徴収した入園料は日毎

に適切に運営維持管理受託者に届けるものとする。運営維持管理受託者に届けるまでの

責任は、収益等運営者にあるものとする。 

４）レンタル用品等の貸出、物品の提供 

①施設等運営者は、備北オートビレッジ利用者のために、テント、バーベキュー用品等

の器材の貸出及び物品の販売を行うこと。 

②レンタル用品は、施設利用者が安全で快適に利用できるよう不具合が無いか日常的に

点検を行うことともに、清潔な状態に保つものとする。 

③レンタル品の中に貸し自転車がある場合は、本個別規定書第２４条安全管理に基づき

点検等を実施すること。 

５）その他利用サービスの提供 

施設等運営者は、備北オートビレッジ利用者が快適に利用できるよう、キャンプファイ

ヤー等の開催等を積極的に行うこと。 

６）運営条件に定めていない事項に関しては、必要に応じて監督職員と協議すること。 

２．利用制限等 

１) 次の各号に該当する場合は、備北オートビレッジの利用を拒否することができるものと
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する。 

①施設利用者が遵守事項を守らない場合又は施設等運営者の指示に従わない場合。 

２）次の各号に該当する行為は、原則として禁止するものとする。 

①指定された場所以外での、バーベキュー及び焚き火を行うこと。また、直火を使用す

ること。 

②未成年者に飲酒をさせること。 

③カラオケや発電機を使用すること。 

④指定場所以外で花火を使用すること。 

⑤コテージ及び管理センターへペットを持ち込むこと。 

 

第５０条 施設・設備等維持管理 

施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう、常に清潔かつ快適

な状態に維持することに努めるものとし、以下の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）施設に係る清掃及び塵芥処理。 

２）施設の点検整備及び修繕又は故障の修理。点検に当たっては、舗装の段差やわだち、陥

没、区画線の抹消、縁石のぐらつき等の確認を適宜行い、必要に応じて修繕を行うこと。 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等。 

４）芝生、中低木、高木等の植樹管理については、別紙８「植物管理業務共通仕様書」に準

拠し実施すること。 

 

第５１条 安全衛生管理等 

１．衛生管理及び安全管理は、施設等運営者において全責任を負うものとする。 

２．施設等運営者は、食品衛生法、消防法等の関係諸法令及び規則に基づいた設備等の点検計

画及び衛生点検計画を記載した安全衛生管理計画を作成し、管理運営要領に記載の上提出

するものとする。 

１）消防法に基づき、避難訓練、消火器訓練等を年２回実施すること。 

３．上記点検等の結果については、遅滞なく監督職員に報告すること。 

４．管理センター内の物販施設は利用者が満足していただけるよう、商品管理の徹底、消防設

備の点検等を行い、快適かつ安全な状態に維持するものとする。そのため、以下の管理を

実施する。 

１）毎日、害虫の発生状況を点検し、必要に応じ適切な害虫駆除を行うこと。 

２）毎日、売店商品の保管状況点検を行い、賞味期限切れ製品等を供することのないよう、

賞味期限、腐敗、変色、異味、異臭などを確認すること。 

３）毎日、冷蔵庫、冷凍庫等の温度点検を行うこと。 

４）緊急時には、緊急連絡事項の取り扱いに関する規約と緊急連絡体制に基づいて、監督職

員及び運営維持管理業務受託者をはじめ、関係機関に対し迅速に連絡・対応すること。 

５）納品を行う業者に対して、書面及び日常的な安全運転の指導を行うこと。 

５．食中毒等の事故が発生したとき、又はその恐れがあるときは、別添 47「食中毒と懸念され

る事案が発生した場合の対応マニュアル（案）」に基づき、速やかに必要な措置を講じるこ
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と。なお、食中毒等社会的な影響や人的影響等を伴うときは、中国地方整備局がマスコミ

対応等を行うが、その際、中国地方整備局の求めに応じ施設等運営者は迅速かつ適切に協

力しなければならない。また、中国地方整備局が策定した事故等への対応計画、規定等が

ある場合は、それに則った対応を図ること。 

６．食中毒等により、施設利用者に対して、人的損害を及ぼした場合は、施設等運営者の責任

において、その賠償を行う。 

 

第５２条 費用負担 

１．備北オートビレッジ運営に関わる一切の費用は、別に定めがある場合を除き、施設等運営

者の負担とする。 

２．施設利用者の不適切な使用により、運営施設・設備、備品等を破損等した場合は、原則施

設利用者の責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第５３条 緊急時対応 

１．次の各号の時は、施設等運営者は、備北オートビレッジの利用を一時中止・変更又は休止

するものとし、中国地方整備局に報告するものとする。利用を一時中止・変更又は休止す

るときは、駐車場、ゲート及び管理棟前に営業休止の掲示を行うなど公園利用者及び施設

利用者に適切に告知するものとする。 

１）地震、台風、大雨、大雪等悪天候または自然災害のため、走行に危険が予想されるとき。 

２）事故などの不測の事態が生じたとき。 

３）緊急事態が発生し、又はその発生が予想されるとき。 

４）その他中国地方整備局又は維持管理業務受託者の総括責任者の指示のあったとき。 

２．施設等運営者は、前項の規定により備北オートビレッジの利用を中止したときは、再開の

前に備北オートビレッジ内に異常のないことを確認しなければならない。 

３．備北オートビレッジ等において事故が発生し又はその恐れがあるときは、緊急連絡体制に

基づき速やかに必要な措置を行うものとする。 

 

第５４条 責任の範囲 

１．次の各号に該当する場合は、中国地方整備局及び施設等運営者は、賠償責任を負わないも

のとし、その旨を施設利用者が分かるように看板等の掲示を行うものとする。 

１）天変地異、その他不可抗力による事故、及び管理上の責に帰することのできない事由に

よって生じた施設利用者の損害。 

２）施設等運営者の過失に依らない損害。 

２．前号及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、施設等運

営者はその損害を賠償すること。 

３．施設等運営者の過失等が原因で、施設を損傷し又は滅失した場合、施設等運営者がその損

害を賠償すること。ただし、施設利用者の責めに帰すべき理由がある場合には、施設利用

者に損害の賠償を求める。 
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第５５条 施設利用上の注意 

施設利用者に対し、以下の各号について注意喚起を促すものとする。 

１）場内での車両通行速度は、時速 20km／h 以下に努めること。 

２）場内での追い越しを行わないこと。 

３）標識又は係員の指示に従うこと。 

４）車両を離れるときはエンジンを停止し、ドア及びトランクには施錠し、盗難に備えるこ

と。 

５）公害防止のため、エンジンを空ぶかししないこと。 

６）施設の利用後は、利用した場所及び器具を清掃のうえ原状回復するとともに、発生した

ゴミは所定のゴミ集積所で分別し処分すること。 

７）ペットは、滞在中はリードで繋いでおくこと。 

８）夜１０時以降は静粛時間となっていること。 

９）その他、施設等運営者の業務又は他の利用者の妨げになるような行為はしないこと。 
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第第第第５５５５章章章章    自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機 

第５６条 総則 

施設等運営者は、自動販売機の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への

快適なサービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、共通規定書第２８条に基づ

く管理運営要領を作成するに当たり、共通規定書で定めている事項のほか、以下を踏まえた

管理運営要領を作成すること。 

 

第５７条 施設の利用目的 

自動販売機は、本公園において飲食及び物販サービスを提供することを施設の利用目的と

する。 

 

第５８条 運営対象施設 

  運営対象施設は次のとおりとする。 

１．設置箇所及び設置台数は施設等運営者の提案による。 

■〈参考〉設置箇所一覧：平成 22年度実績（別添 45｢収益施設等位置図｣参照） 

《裁量施設》 

設置箇所 設置する自動販売機の種別 

中入口売店｢ランバス｣横（２台） 飲料（缶及びペットボトル） 

中入口食堂「中の茶屋」（１台） 飲料（缶及びペットボトル） 

林間休憩所（２台） 飲料（缶及びペットボトル） 

大芝生広場（１台） 飲料（缶及びペットボトル） 

つどいの里クラブハウス（1 台） 飲料（缶及びペットボトル） 

花広場（1台） 飲料（缶及びペットボトル） 

湖畔レストハウス（５台） 飲料（缶及びペットボトル）・カップ麺 

第一駐車場（１台） 飲料（缶及びペットボトル） 

第二駐車場（２台） 飲料（缶及びペットボトル） 

エントランスセンター国兼（２台） 飲料（缶及びペットボトル） 

第三駐車場（２台） 飲料（缶及びペットボトル） 

北入口サイクリングセンター（1 台） 飲料（缶及びペットボトル） 

備北オートビレッジ管理センター（２台） 飲料（缶、ペットボトル及びカップ） 

備北オートビレッジ共同利用施設（１台） 飲料（缶、ペットボトル及びカップ） 

 

第５９条 担当責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者を選任した上で、自動販売機の運営にあたらせるものと

する。 

 

第６０条 利用料金 

 自動販売機の利用料金は、周辺類似事例に基づき、市場価格に準じて決めること。 

 

第６１条 業務内容 

施設等運営者は、次ぎの各号に掲げる業務を行うものとする。 

 １）自動販売機の運営に関すること。 

 ２）自動販売機の維持管理に関すること。 

 ３）前各号に掲げる業務に付随するもの。 
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第６２条 自動販売機の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、

機能面及び景観に留意して適切な管理を行うこと。 

２．商品管理、売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、自動販売機の維持管理については、

施設等運営者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、売り切れ商品

がないよう努めること。 

３．自動販売機に併設して、選別回収タイプの回収ボックスを設置するとともに、施設等運営

者の責任で適切に空き容器を回収・処分すること。 

４．自動販売機の清掃を実施するとともに、衛生管理及び感染症対策については、関係法令を

遵守するとともに徹底を図ること。 

５．自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。 

 

第６３条 費用負担 

１．自動販売機運営に関わる一切の費用は、別に定めがある場合を除き、施設等運営者の負担

とする。 

２．自動販売機の商品の補充、売上金回収等に要する経費、自動販売機周辺に設置する回収ボ

ックスの設置及び空き容器回収に要する費用は、施設等運営者の負担とする。 

その他園内のごみ箱についても、空き容器等の発生量に応じて、運営維持管理業務受託者

との間で、応分の費用負担を行う。その際、監督職員と費用分担ルール及び費用分担結果

の確認方法並びに支払方法について協議すること。また、協議結果を書面にして残すこと。 

３．自動販売機の設置に伴う電気・排水工事の追加工事を必要とする場合はそれに要する経費

は、施設等運営者の負担とする。 

４．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者の責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第６４条 その他留意事項 

１．自動販売機の設置に関する必要な手続きは、施設等運営者が行うこと。 

２．自動販売機の設置にあたっては、事前に設置位置、販売計画等について監督職員と協議し、

中国地方整備局の許可を得たうえで設置すること。 

３．自動販売機を第三者に譲渡又は貸与してはならないこと。 

４．販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、監督職員の指示に従うこと。 
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第第第第６６６６章章章章    コインロッカーコインロッカーコインロッカーコインロッカー    

第６５条 総則 

施設等運営者は、コインロッカーの管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者

への快適なサービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、共通規定書第２８条に

基づく管理運営要領を作成するに当たり、共通規定書で定めている事項のほか、以下を踏ま

えた管理運営要領を作成すること。 

 

第６６条 施設の利用目的 

コインロッカーは、国営備北丘陵公園において荷物の一時保管のサービスを提供すること

を、施設の利用目的とする。 

 

第６７条 運営対象施設 

１．設置箇所及び設置台数は施設等運営者の提案による。 

■〈参考〉設置箇所一覧：平成 22年度実績（別添 45｢収益施設等位置図｣参照） 

《裁量施設》 

施設名称 コインロッカー 

ビジターセンター ２台 

中入口サイクリングセンター前 ２台 

林間休憩所 ２台 

※1 台あたり 10 口程度 

 

第６８条 担当責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者を選任した上で、コインロッカーの運営にあたらせるも

のとする。 

 

第６９条 利用料金 

コインロッカーの利用料金は、周辺類似事例に基づき、市場価格に準じて決めるものとす

る。 

   〈参 考〉現行利用料金一覧 

施設名称 利用料金 備考 

コインロッカー 100 円（普通サイズ) 1 回、1日 

コインロッカー 200 円（大型サイズ) 1 回、1日 

 

第７０条 業務内容 

施設等運営者は、次ぎの各号に掲げる業務を行うものとする。 

 １）コインロッカーの運営に関すること。 

 ２）コインロッカーの維持管理に関すること。 

 ３）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第７１条 コインロッカーの維持管理 
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１．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、

機能面及び景観に留意して適切な管理を行うこと。 

２．売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、コインロッカーの維持管理については、施設

等運営者が行うこと。 

第７２条 費用負担 

１．コインロッカー運営に関わる一切の費用は、別に定めがある場合を除き、施設等運営者の

負担とする。 

２．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者の責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第７３条 その他留意事項 

１．コインロッカーの設置に関する必要な手続きは、施設等運営者が行うこと。 

２．コインロッカーの設置にあたっては、事前に運営計画等について監督職員と協議し、中国

地方整備局の許可を得たうえで設置すること。 

３．コインロッカーを第三者に譲渡又は貸与してはならないこと。 

４．忘れ物等残存物の発見をした時は、所定の手続きを行い、できる限りの便宜を図ること。 
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第第第第７７７７章章章章    行催事における自主事業等行催事における自主事業等行催事における自主事業等行催事における自主事業等    

第７４条 行催事 

１．施設等運営者は、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により、自主事業(広

報も含む)を実施することができる。 

２．行催事を開催する場合は、本公園の利用者増につながる各種行事の主催、共催等も可能と

する。なお、自主事業の実施にあたり、中国地方整備局の後援等の名義を使用する場合は、

事前に監督職員と協議を行い、中国地方整備局の承諾を得ること。 

３．自主事業の内容については、本公園利用に相応しくない場合、その実施を認めない場合が

ある。このため事業者は、事前に監督職員と協議を行うこと。 

４．自主事業の実施については、公園利用者の安全誘導、公園の美観確保等の観点から公園利

用重点調整区域（別添17「公園利用重点調整区域図」参照）または、他の公園利用者のた

め活動を阻害する恐れがある場所での実施を原則として認めない。 

５．施設等運営者は、自主事業実施による公園施設の利用が他の公園利用者による利用や安全

に支障が生じないよう、十分に調整を図って対応すること。 

６．施設等運営者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法（昭和31年法律第79号）第5条、第

6条又は第12条に基づく許可を得る必要がある場合、申請書を中国地方整備局長に提出して

許可を受けなければならない。 

７．施設等運営者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法（昭和31年政令第290号）第20条に

基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必要となる場合があ

る。ただし、公共性の高い行催事を三次河川国道事務所等との共催により行う場合、施設

使用料または建物使用料及び土地使用料が不要となる場合もある。 

８．施設等運営者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法施行令第20条に基づく都市公園法

第5条又は第6条の許可を受けた範囲の維持管理にかかる費用（水道、電気料金を含む）を

負担するものとする。 

９．施設等運営者は、自主事業の実施にあたり、協賛企業から協賛金を募り、実施費用に当て

ることができる。なお、この場合、以下の点に留意すること。 

 １）施設等運営者は、事前に監督職員の承諾を得た上で、自主事業の実施場所及び各ゲート

に協賛企業の名称等の表示等を行うことができる。（はり紙、はり札等、広告旗、立て

看板等、広告幕及びアドバルーン等への協賛企業名の表示。）この場合、広島県屋外広

告物条例等、関係法令等を遵守すること。なお、協賛企業の名称、ロゴマーク又はブラ

ンド名称等は表示できるが、商品の名称等は一切表示できない。 

２）施設等運営者は、事前に監督職員の承諾を得た上で、協賛企業に自己の協賛内容を広報

宜伝させることができる。 

３）施設等運営者は、事前に監督職員の承諾を得た上で、自らが作成する自主事業に関する

ポスター、パンフレット、スタッフジャンパー等に、協賛企業の名称等を表示させるこ

とができる。 

１０．施設等運営者は、監督職員が自主事業に関する収支状況等の報告を求めた場合には、そ

れに応じなければならない。 
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従来の実施状況に関する情報の開示 

※開示資料のうち平成 23 年度は、第４四半期１月末時点までの集計値 

１１１１    従来の実施に要した経費従来の実施に要した経費従来の実施に要した経費従来の実施に要した経費                                                                             (単位：千円)    

 
平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

 

人件費 

常勤職員    

非常勤職員    

物件費    

委託費等 

委託費定額部分 574,806 517,496 集計中 

成果報酬等    

旅費その他    

計（ａ）    

参考値

（ｂ） 

減価償却費    

退職給付費用    

間接部門費    

（ａ）＋（ｂ）    

（注意事項） 

・ 運営維持管理業務の費用のみ（収益施設等管理運営業務に係る費用はのぞく）。 

・ 草地管理の一部を追加することとしている。 

・ 平成 21 年度～平成 23 年度までに、業務範囲の変更はない。 

・ 業務毎の委託費は別紙－11 決算報告書を参照。 

・ 平成 19 年度から平成 21年度は公募、平成 22年度から平成 24 年度は企画競争により特定された

事業者との 3箇年契約により業務を実施。 
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２２２２    従来の実施に要した人員従来の実施に要した人員従来の実施に要した人員従来の実施に要した人員                                                                              (単位：人) 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

常勤職員 0 0 0 

臨時職員 0 0 0 

（平成 25 年度の業務従事者に求められる知識・経験等） 

１． 知識、経験に関する要件 

同種又は類似業務の経験 

２． 技術力に関する要件 

○植物管理業務責任者 

・１級造園施工管理技士 

（過去の業務従事者に求められる知識・経験等） 

・入札の対象となる業務の一部は委託として実施していた。業務実施の際、従事者に求められる知識・経

験等は以下の通りであった。（平成22年） 

１．知識、経験に関する要件 

 

配置予定者 

 

①本業務全体の企画立案及び

マネジメント業務の業務責任

者（総括責任者） 

②運営維持管理業務の業務責

任者 

③植物管理業務の業務責任

者 

業務実績 

下記の1)～2)のいずれかを対

象とした運営維持管理業務に

関する企画立案及びマネジメ

ント業務の実績を１件以上有し

ていること 

下記の1)～2)のいずれかを対象

とした運営維持管理業務に関す

る業務の実績を１件以上有して

いること。 

下記の1)～2)のいずれかを対

象とした植物維持管理業務に

関する業務の実績を１件以上

有していること。 

1) 都市公園（公園種別は問わない）。 

2) レクリエーション施設又は観光施設・商業施設で、花を含む園地管理を行っている施設。 

平成１２年４月１日以降に完了した延べ６ヶ月以上の1)または2)における施設の主たる業務、また

は、企画提案書提出時において延べ６ヶ月以上継続する予定の主たる業務において実績を有し

ていること。 

 

２．技術力に関する要件 

なし 

（業務の繁閑の状況とその対応） 

なし 

(注記事項) 

・ 運営維持管理業務の人員のみ（収益施設等管理運営業務に係る人員はのぞく。）。 

・ 平成 21 年 4 月～平成 22 年 5 月は、委託企業の職員 12 名、臨時職員 20 名、アルバイトが平成２１年

度は 1,769 名、平成 22 年 4 月～5 月は 461 名が従事していた。 

・ 平成 22 年 6 月～平成 23 年 3 月は、委託企業の職員 42 名、アルバイト 1,394 名が従事していた。 

・ 平成 23 年度は、委託企業の職員 42 名、アルバイト○,○○○名が従事していた。 
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３３３３    従来の実施に要した施設及び設備（委託事業者に対して供与した施設・設備）従来の実施に要した施設及び設備（委託事業者に対して供与した施設・設備）従来の実施に要した施設及び設備（委託事業者に対して供与した施設・設備）従来の実施に要した施設及び設備（委託事業者に対して供与した施設・設備） 

・ 別紙―1 主要公園施設一覧、別紙―2 主要建築物一覧、別紙―18 提供施設一覧及び別紙―30 建

物・工作物に係る修繕履歴を参照 

（注記事項） 

・ 運営維持管理業務の施設・設備のみ（収益施設等管理運営業務に係る施設・設備はのぞく。）。 
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４４４４    従来の実施に従来の実施に従来の実施に従来の実施における目的の達成の程度おける目的の達成の程度おける目的の達成の程度おける目的の達成の程度 

■年間指標 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

公園利用者数

※1

  475,650  463,422  430,579 

公園の運営に関する「非常に満足」、「まあ

まあ満足」の回答比率の平均値

※2

 

 97.1％  96.1％  集計中 

「花の広場の満足度」に関する「満足」、「ま

あ満足」の回答比率

※3

 

 85.2％  63.1％  89.3％ 

利用プログ

ラム開催回

数参加者数 

公園内で開催する利用プロ

グラムの開催回数

※4

 

 773  649  755 

公園内で開催する利用プロ

グラムの参加人数

※4

 

 33,171  29,295  40,665 

ひばの里で開催する利用プ

ログラムの開催回数

※4

 

 667  573  672 

ひばの里で開催する利用プ

ログラムの参加人数

※4

 

 17,001  13,738  16,267 

マスコミによる報道件数

※5

  247  174  238 

ホームページの総アクセス件数  391,783  349,580  320,064 

■四半期指標 

 平成 21 年度 

4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

公園利用者数

※1

  143,125  120,153  189,938  22,434 

公園の運営に関する「非常に満足」、「まあ

まあ満足」の回答比率の平均値

※2

 

 96.5％  95.6％  99.1％  実績なし 

「花の広場の満足度」に関する「満足」、「ま

あ満足」の回答比率

※3

 

 89.0％  実績なし  81.4％  実績なし 

 平成 22 年度 

4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

公園利用者数

※1

  131,472  86,390  231,852  13,708 

公園の運営に関する「非常に満足」、「まあ

まあ満足」の回答比率の平均値

※2

 

 95.5％  実績なし  96.7％  実績なし 

「花の広場の満足度」に関する「満足」、「ま

あ満足」の回答比率

※3

 

 73.4％  実績なし  52.7％  実績なし 

 

平成 23 年度 

4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

目標 

計画 

実績 

公園利用者数

※1

  126,472  78,525  223,794  1,788 

公園の運営に関する「非常に満足」、「まあ

まあ満足」の回答比率の平均値

※2

 

 97.7％  実績なし  98.4％  集計中 

「花の広場の満足度」に関する「満足」、「ま

あ満足」の回答比率

※32

 

 91.9％  実績なし  86.7％  実績なし 
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（注記事項） 

１． (指標の意義、選定根拠) 

運営管理の基本方針に基づいた公園の管理運営による効果を客観的に評価するための指標。 

運営管理の重点事項を選定している。 

２． (目標値・計画値の設定根拠) 

現在は設定しない。 

３． （実績の計算・把握の方法） 

実施要項1.3.4.モニタリング方法による。 

管理者からの管理月報及び公園の利用に関するアンケート調査より。 

４． 表中の注記は以下のとおり。 

※１；公園利用数の集計方法は、別紙―１２による。 

※２；年間及び四半期毎の「公園の利用に関するアンケート調査」(別紙－13)のＱ９－１「公園には満

足されましたか」における「非常に満足」「まあまあ満足」の合計回答比率。 

※３；年間及び四半期毎の「公園の利用に関するアンケート調査」のＱ１４「花の広場の感想を教えて

ください」における「満足」「まあ満足」の合計回答比率。ただし、当該設問は春季と秋季のみの設

問である。 

※４；公園内で開催する利用プロラムとは、ひばの里で開催する利用プログラムを含む、公園内全て

で開催する、材料徴収型のイベントを含む事業者が実施する行催事である。ひばの里で開催す

る利用プログラムとは、ひばの里のさとやま屋敷、各農家、各工房、神楽殿、さとやま展示館等

で開催する行催事であり、材料徴収型のイベントを含む事業者が実施する行催事の回数、参加

人数である。なお、展示、上演等参加人数が把握できないプログラムについては、開催回数のみ

をカウントし、参加人数は含めない。 

※５；マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。 

委託費による有料広告等についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等による有

料広告等はカウントできるものとする。 

・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。 

・財団法人日本新聞協会加盟の新聞・販売や配布エリアが庄原市域を超える範囲の雑誌・

情報誌への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１カウントとし、雑誌・情報誌

については、１冊／回につき１カウントとする。但しホームページ等インターネット記事掲載

は除く。 
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５５５５    従来の実施方法等従来の実施方法等従来の実施方法等従来の実施方法等 

従来の実施方法    

・業務区分表参照 

（事業の目的を達成する観点から重視している事項） 

・地域特性を活かした植物管理、多様な利用プログラムの提供、情報の受発信の充実を一元的に検

討し、利用者数および満足度を目標としている。 

（注記事項） 

・別紙－12 公園利用者数、別紙－13 公園利用に関するアンケート調査、別紙―14 イベントリスト、

別紙－15マスコミ報道件数、別紙－16ＨＰ総アクセス件数を参照。 
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【業務区分表】 

 

業務内容 業務細目 

現状 民間競争入札 備考 

（作業時期・頻

度・条件等） 

国土 

交通省 

A（主な

受託者） 

A 以外

の業者 

国土 

交通省 

B（主な

受託者） 

B 以外

の業者 

国

営

備

北

丘

陵

公

園

運

営

維

持

管

理

業

務 

①本業務全体のマネ

ジメント及び企画

立案業務 

マネジメント  ○   ○  通年 

企画、運営管理  ○   ○  通年 

②施設・設備維持管

理業務 

維持修繕・保守点

検等 

 ○   ○  通年 

清掃  ○   ○  通年 

③植物管理業務 植物管理  ○ ○  ○  通年 

④収益施設等管理運

営業務 

収益施設運営   ○  ○  通年 

自主事業  ○   ○  通年 
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精算報告書
(単位:円)

国営備北丘陵公園維持管理業務（平成２０年度）

　項　目 予定経費( A) 支出額( B) 過不足額(A-B) 　摘　要

植物管理 156,000,000 139,335,346 16,664,654

芝生管理 34,220,000 28,753,200 5,466,800

低木管理 13,880,000 12,096,477 1,783,523

高木管理 17,640,000 17,494,761 145,239

草花管理 81,310,000 72,810,246 8,499,754

特殊管理 8,950,000 8,180,662 769,338

建物管理 16,300,000 16,014,519 285,481

建物維持修繕 3,500,000 3,913,349 -413,349

建物設備維持修繕 1,190,000 1,080,640 109,360

建物清掃 11,610,000 11,020,530 589,470

工作物管理 16,000,000 18,577,759 -2,577,759

工作物維持修繕 9,600,000 16,727,848 -7,127,848

設備維持修繕 6,400,000 1,849,911 4,550,089

清　　掃 34,100,000 28,195,097 5,904,903

植裁地等清掃費 33,557,000 27,552,453 6,004,547

工作物清掃 543,000 642,644 -99,644

諸　　掛 178,280,000 204,447,637 -26,167,637

利用者指導 138,600,000 146,993,698 -8,393,698

自動車維持費 1,880,000 2,054,175 -174,175

広報宣伝費 37,800,000 55,399,764 -17,599,764

運営管理 105,813,508 99,923,150 5,890,358

人　件　費 91,775,000 87,532,275 4,242,725

旅　　　費 1,100,000 334,321 765,679

庁　　　費 12,938,508 12,056,554 881,954

一般管理 50,649,350 50,649,350 0

消　費　税 27,857,142 27,857,142 0

合　　　計 585,000,000 585,000,000 0
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精 算 報 告 書
(単位:円)

国営備北丘陵公園維持管理業務（平成２１年度）

　項　目 予定経費( A) 支出額( B) 過不足額(A-B) 　摘　要

植物管理 139,700,000 125,646,702 14,053,298

芝生管理 29,340,000 24,188,301 5,151,699

低木管理 12,960,000 13,127,920 -167,920

高木管理 13,160,000 16,696,423 -3,536,423

草花管理 75,860,000 62,245,575 13,614,425

特殊管理 8,380,000 9,388,483 -1,008,483

建物管理 16,300,000 15,679,911 620,089

建物維持修繕 3,500,000 3,364,428 135,572

建物設備維持修繕 1,190,000 699,442 490,558

建物清掃 11,610,000 11,616,041 -6,041

工作物管理 16,000,000 18,718,754 -2,718,754

工作物維持修繕 9,600,000 16,989,017 -7,389,017

設備維持修繕 6,400,000 1,729,737 4,670,263

清　　掃 32,100,000 29,573,263 2,526,737

植裁地等清掃費 31,557,000 28,138,119 3,418,881

工作物清掃 543,000 1,435,144 -892,144

諸　　掛 166,080,000 188,886,525 -22,806,525

利用者指導 134,600,000 145,997,980 -11,397,980

自動車維持費 1,880,000 2,161,073 -281,073

広報宣伝費 29,600,000 40,727,472 -11,127,472

運営管理 101,248,572 92,798,417 8,450,155

人　件　費 88,640,000 80,925,416 7,714,584

旅　　　費 700,000 291,219 408,781

庁　　　費 11,908,572 11,581,782 326,790

業務費計 471,428,572 471,303,572 125,000

一般管理 47,142,857 47,130,357 12,500

消　費　税 25,928,571 25,921,696 6,875

合　　　計 544,500,000 544,355,625 144,375
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【国営備北丘陵公園運営維持管理業務（平成２２年度）】

　[平成２２年６月１日～平成２３年３月３１日]

(単位:円)

予定経費 支出額 過不足額

(A) (B) (C)=(A)-(B)

植物管理 101,791,000 99,134,574 2,656,426 97%

芝生管理 27,547,000 19,035,910 8,511,090

低木管理 8,366,000 7,152,413 1,213,587

高木管理 8,784,000 11,828,305 -3,044,305

草花管理 51,314,000 47,055,475 4,258,525

特殊管理 5,780,000 14,062,471 -8,282,471

建物管理 11,372,000 10,770,526 601,474 95%

建物維持修繕 2,646,000 3,065,820 -419,820

建物設備維持修繕 731,000 237,500 493,500

建物清掃 7,995,000 7,467,206 527,794

工作物管理 11,559,000 10,835,702 723,298 94%

工作物維持修繕 10,308,000 9,117,867 1,190,133

設備維持修繕 1,251,000 1,717,835 -466,835

清　掃 20,973,000 18,915,279 2,057,721 90%

植裁地等清掃費 20,522,000 18,414,267 2,107,733

工作物清掃 451,000 501,012 -50,012

諸　掛 137,091,000 146,401,042 -9,310,042 107%

利用者指導 98,899,000 101,866,952 -2,967,952

自動車維持費 1,696,000 2,277,179 -581,179

広報宣伝費 36,496,000 42,256,911 -5,760,911

運営管理 76,521,360 76,027,293 494,067 99%

人　件　費 68,550,000 65,248,406 3,301,594

旅　　　費 240,000 120,925 119,075

庁　　　費 7,731,360 10,657,962 -2,926,602

業務費計 359,307,360 362,084,416 -2,777,056 101%

一般管理費 35,930,736 36,208,441 -277,705 101%

消　費　税 19,761,904 19,914,642 -152,738 101%

合　　　計 415,000,000 418,207,499 -3,207,499 101%

精 　算 　報 　告 　書

項 目
増減率

(D)=(C)/(A)
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平成２２年度国営備北丘陵公園運営維持管理業務（春期） (単位:円)

予定経費( A) 予定経費( A´) 支出額( B) 過不足額(A´-B) 増減率

(A) 変更後(A´) (B) (C)=(A´)-(B) (D)=(B)/(A´)

植物管理 16,208,000 16,208,000 16,809,390 -601,390 104%

芝生管理 5,518,000 5,518,000 5,892,300 -374,300 107%

低木管理 2,396,000 2,396,000 1,884,000 512,000 79%

高木管理 778,000 778,000 2,311,479 -1,533,479 297%

草花管理 6,338,000 6,338,000 5,313,981 1,024,019 84%

特殊管理 1,178,000 1,178,000 1,407,630 -229,630 119%

建物管理 2,200,000 3,000,000 2,889,600 110,400 96%

建物維持修繕 200,000 1,000,000 998,700 1,300 100%

建物設備維持修繕 100,000 100,000 0 100,000 0%

建物清掃 1,900,000 1,900,000 1,890,900 9,100 100%

工作物管理 500,000 2,300,000 2,217,773 82,227 96%

工作物維持修繕 400,000 2,200,000 2,209,293 -9,293 100%

設備維持修繕 100,000 100,000 8,480 91,520 8%

清　　掃 5,400,000 5,400,000 6,029,007 -629,007 112%

植裁地等清掃費 5,300,000 5,300,000 5,331,615 -31,615 101%

工作物清掃 100,000 100,000 697,392 -597,392 697%

諸　　掛 34,592,000 31,992,000 28,144,415 3,847,585 88%

利用者指導 26,019,000 24,019,000 22,538,836 1,480,164 94%

自動車維持費 838,000 838,000 507,665 330,335 61%

広報宣伝費 7,735,000 7,135,000 5,097,914 2,037,086 71%

運営管理 14,693,074 14,693,074 12,559,914 2,133,160 85%

人　件　費 13,225,000 13,225,000 11,504,185 1,720,815 87%

旅　　　費 40,000 40,000 10,382 29,618 26%

庁　　　費 1,428,074 1,428,074 1,045,347 382,727 73%

業務費計 73,593,074 73,593,074 68,650,099 4,942,975 93%

一般管理 7,359,307 7,359,307 6,865,009 494,298 93%

消　費　税 4,047,619 4,047,619 3,775,755 271,864 93%

合　　　計 85,000,000 85,000,000 79,290,863 5,709,137 93%

注）変更後予定経費は、平成２２年６月２９日に報告した必要経費内訳書（変更）に基づく経費

精 算 報 告 書

項 目
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■公園利用者数

【平成21年度】 （人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計

北入口料金所 19,001 17,272 4,010 2,055 6,176 21,535 11,439 13,260 31,062 1,061 1,495 5,813 134,179

中入口料金所 19,058 19,393 3,140 1,856 5,838 22,225 9,405 16,399 43,062 804 1,095 5,206 147,481

インフォメーション 5,118 6,156 1,226 17,191 733 2,561 4,407 2,029 6,255 59 211 1,233 47,179

キャンプ場 736 1,760 1,028 1,348 5,557 2,008 1,241 1,094 363 0 0 466 15,601

43,913 44,581 9,404 22,450 18,304 48,329 26,492 32,782 80,742 1,924 2,801 12,718 344,440

北入口料金所 4,175 10,811 1,160 985 1,566 4,685 13,475 3,525 3,891 258 455 1,281 46,267

中入口料金所 5,360 12,167 846 988 1,520 4,435 11,857 3,632 6,158 258 323 1,269 48,813

インフォメーション 1,564 6,114 1,422 2,932 7,571 3,083 3,330 2,018 945 35 73 925 30,012

キャンプ場 228 1,104 276 1,294 1,448 563 771 232 88 0 0 114 6,118

11,327 30,196 3,704 6,199 12,105 12,766 29,433 9,407 11,082 551 851 3,589 131,210

55,240 74,777 13,108 28,649 30,409 61,095 55,925 42,189 91,824 2,475 3,652 16,307 475,650

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

北入口料金所 40,283 29,766 55,761 8,369 134,179

中入口料金所 41,591 29,919 68,866 7,105 147,481

インフォメーション 12,500 20,485 12,691 1,503 47,179

キャンプ場 3,524 8,913 2,698 466 15,601

97,898 89,083 140,016 17,443 344,440

北入口料金所 16,146 7,236 20,891 1,994 46,267

中入口料金所 18,373 6,943 21,647 1,850 48,813

インフォメーション 9,100 13,586 6,293 1,033 30,012

キャンプ場 1,608 3,305 1,091 114 6,118

45,227 31,070 49,922 4,991 131,210

143,125 120,153 189,938 22,434 475,650

無料　計

合計

合計

入園者数

有料

有料　計

無料

入園者数

有料

有料　計

公園利用者数

無料

無料　計
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大人 北入口料金所 16,532 14,815 3,488 1,725 4,596 18,171 9,819 11,489 28,080 970 1,300 4,928 115,913

中入口料金所 16,436 16,721 2,686 1,526 4,163 18,629 8,162 14,125 38,499 683 896 4,341 126,867

インフォメーション 4,554 5,322 1,155 16,710 439 2,293 3,534 1,692 5,824 59 192 685 42,459

キャンプ場 490 1,200 684 820 3,369 1,282 854 797 242 0 0 299 10,037

小人 北入口料金所 2,469 2,457 522 330 1,580 3,364 1,620 1,771 2,982 91 195 885 18,266

中入口料金所 2,622 2,672 454 330 1,675 3,596 1,243 2,274 4,563 121 199 865 20,614

インフォメーション 564 834 71 481 294 268 873 337 431 0 19 548 4,720

キャンプ場 246 560 344 528 2,188 726 387 297 121 0 0 167 5,564

有料内訳
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【平成22年度】 （人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計

北入口料金所 15,757 15,755 2,773 2,072 4,100 10,380 13,886 17,370 46,336 384 1,194 2,904 132,911

中入口料金所 13,018 14,311 2,342 1,611 3,504 9,490 12,314 18,788 51,991 393 992 2,239 130,993

インフォメーション 5,414 5,807 1,133 9,830 12,720 1,345 7,830 3,002 8,865 89 227 1,705 57,967

キャンプ場 893 1,467 424 2,129 5,078 1,582 1,040 1,187 542 0 0 267 14,609

35,082 37,340 6,672 15,642 25,402 22,797 35,070 40,347 107,734 866 2,413 7,115 336,480

北入口料金所 2,421 19,324 609 640 967 2,629 10,249 3,691 6,172 122 368 795 47,987

中入口料金所 2,600 17,530 509 539 1,115 2,562 9,191 3,604 7,378 297 296 663 46,284

インフォメーション 1,463 5,769 686 3,016 6,709 2,079 3,731 2,068 1,257 18 66 651 27,513

キャンプ場 192 1,165 110 806 1,101 386 642 607 111 0 0 38 5,158

6,676 43,788 1,914 5,001 9,892 7,656 23,813 9,970 14,918 437 730 2,147 126,942

41,758 81,128 8,586 20,643 35,294 30,453 58,883 50,317 122,652 1,303 3,143 9,262 463,422

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

北入口料金所 34,285 16,552 77,592 4,482 132,911

中入口料金所 29,671 14,605 83,093 3,624 130,993

インフォメーション 12,354 23,895 19,697 2,021 57,967

キャンプ場 2,784 8,789 2,769 267 14,609

79,094 63,841 183,151 10,394 336,480

北入口料金所 22,354 4,236 20,112 1,285 47,987

中入口料金所 20,639 4,216 20,173 1,256 46,284

インフォメーション 7,918 11,804 7,056 735 27,513

キャンプ場 1,467 2,293 1,360 38 5,158

52,378 22,549 48,701 3,314 126,942

131,472 86,390 231,852 13,708 463,422

無料

無料　計

合計

無料

無料　計

入園者数（人）

有料

合計

有料　計

有料　計

入園者数

有料
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大人 北入口料金所 10,472 11,217 1,805 1,363 2,666 7,396 9,579 13,186 39,046 235 651 1,722 99,338

中入口料金所 8,748 10,296 1,629 1,139 2,303 6,803 8,581 14,774 43,064 234 630 1,357 99,558

インフォメーション 4,264 4,273 615 9,255 12,291 627 5,073 1,969 7,044 54 59 650 46,174

キャンプ場 585 934 290 1,319 2,991 980 691 838 366 0 0 170 9,164

シルバー北入口料金所 2,933 2,138 675 383 429 1,259 2,696 1,803 2,286 113 418 621 15,754

中入口料金所 2,567 1,754 447 196 264 1,169 2,419 1,465 2,898 83 168 322 13,752

インフォメーション 717 711 433 159 33 376 1,091 751 1,142 18 126 162 5,719

キャンプ場 3 21 5 13 31 6 12 7 12 0 0 0 110

小人 北入口料金所 2,352 2,400 293 326 1,005 1,725 1,611 2,381 5,004 36 125 561 17,819

中入口料金所 1,703 2,261 266 276 937 1,518 1,314 2,549 6,029 76 194 560 17,683

インフォメーション 433 823 85 416 396 342 1,666 282 679 17 42 893 6,074

キャンプ場 305 512 129 797 2,056 596 337 342 164 0 0 97 5,335

有料内訳
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【平成23年度】 （人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計

北入口料金所 18,155 15,439 2,806 2,421 5,072 9,835 12,838 18,444 41,207 662 126,879

中入口料金所 13,720 13,305 1,896 2,016 4,273 8,789 10,854 18,304 48,072 614 121,843

インフォメーション 4,960 3,345 1,246 12,593 254 1,254 3,861 4,091 8,016 77 39,697

キャンプ場 1,154 1,658 582 2,185 5,030 1,464 1,179 935 779 0 14,966

37,989 33,747 6,530 19,215 14,629 21,342 28,732 41,774 98,074 1,353 0 0 303,385

北入口料金所 6,064 13,004 623 638 1,530 2,646 12,773 3,280 5,157 202 45,917

中入口料金所 5,526 13,191 502 568 1,249 2,330 13,590 3,732 6,276 188 47,152

インフォメーション 1,916 4,399 1,816 3,607 6,308 2,498 4,940 2,260 1,799 45 29,588

キャンプ場 249 773 143 594 1,035 336 665 595 147 0 4,537

13,755 31,367 3,084 5,407 10,122 7,810 31,968 9,867 13,379 435 0 0 127,194

51,744 65,114 9,614 24,622 24,751 29,152 60,700 51,641 111,453 1,788 0 0 430,579

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

北入口料金所 36,400 17,328 72,489 662 126,879

中入口料金所 28,921 15,078 77,230 614 121,843

インフォメーション 9,551 14,101 15,968 77 39,697

キャンプ場 3,394 8,679 2,893 0 14,966

78,266 55,186 168,580 1,353 303,385

北入口料金所 19,691 4,814 21,210 202 45,917

中入口料金所 19,219 4,147 23,598 188 47,152

インフォメーション 8,131 12,413 8,999 45 29,588

キャンプ場 1,165 1,965 1,407 0 4,537

48,206 23,339 55,214 435 127,194

126,472 78,525 223,794 1,788 430,579

無料

無料　計

合計

入園者数（人）

有料

有料　計

無料

無料　計

合計

入園者数

有料

有料　計
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大人 北入口料金所 11,238 11,152 1,784 1,471 3,179 6,800 8,657 14,150 34,884 305 93,620

中入口料金所 9,079 9,744 1,251 1,378 2,798 6,314 7,436 14,559 39,983 372 92,914

インフォメーション 3,394 2,265 688 11,973 148 527 2,509 2,947 6,400 38 30,889

キャンプ場 652 1,069 404 1,296 3,025 947 766 666 493 0 9,318

シルバー北入口料金所 3,631 2,488 757 573 601 1,381 2,716 2,038 1,988 288 16,461

中入口料金所 2,541 2,072 429 317 425 1,021 2,199 1,500 2,510 153 13,167

インフォメーション 888 528 459 101 41 347 495 848 1,154 33 4,894

キャンプ場 21 34 7 21 45 21 18 11 5 0 183

小人 北入口料金所 3,286 1,799 265 377 1,292 1,654 1,465 2,256 4,335 69 16,798

中入口料金所 2,100 1,489 216 321 1,050 1,454 1,219 2,245 5,579 89 15,762

インフォメーション 678 552 99 519 65 380 857 296 462 6 3,914

キャンプ場 481 555 171 868 1,960 496 395 258 281 0 5,465

■入園者数のカウント方法

入園日 入園日

有料内訳

発券機の券売数

係がカウンターで

カウント

中入口料金所

北入口料金所

中入口案内所

備北オートビレッジ

管理センター

中入口案内所

レジに入力

有料入園者

有料入園者

無料入園者

パスポート入園者

有料入園者

無料入園者

パスポート入園者

有料入園者

無料入園者

レジに入力

カウント方法 入口 入園者 カウント方法

パスポート入園者

入園者

通常開園日

中入口料金所

北入口料金所

備北オートビレッジ管理センター入園無料日

係がカウンターで

カウント

中入口案内所

無料入園者

パスポート入園者
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     国営備北丘陵公園公園 公園の利用に関するアンケート調査票            ★ 

平成２３年  月   日    中 ・ 北 No        

本日は本公園へご来園ありがとうございました。大変お手数ですが、今後のより良い公園づくりに反映させるためのアンケート調査へのご協力をお願いします。 

 

Ｑ１．あなたの住所を教えて下さい。 

１．広島市  ２．福山市  ３．東広島市  ４．呉市 

５．三原市  ６．尾道市  ７．庄原市   ８．三次市 

９．その他広島県（市町村名         ） 

１０．岡山県（市町村名            ） 

１１．鳥取県（市町村名            ） 

１２．島根県（市町村名            ） 

１３．山口県（市町村名            ） 

１４．その他（県名        市町村名         ） 

  

Ｑ２．あなたの性別を教えて下さい。・・・・・ 男性 ・ 女性  

 

Ｑ３．あなたの年齢を教えて下さい。 

１．小学生   ２．中学生   ３．15～18 歳 ４．19～29 歳 

５．30～39 歳 ６．40～49 歳 ７．50～59 歳 ８．60～6４歳 

９．6５～6９歳 １０．70 歳以上 

 

 

Ｑ４．本日はどなたといらっしゃいましたか？（1 つお答え下さい） 

１．一人で  ２．友人・知人と  ３．カップルで  ４．夫婦で 

５．家族と  ６．学校の団体   ７．地域の団体 

８．職場の団体 

９．その他（具体的に                       ） 

 

Ｑ５．主に利用した交通機関を教えて下さい。（1 つお答え下さい） 

１．鉄道（JＲ芸備線）  ２．路線バス及び高速バス 

３．貸切バス    ４．自家用車    ５．バイク 

６．タクシー    ７．徒歩      ８．自転車 

９．その他（               ） 

※４.または５.とお答えの方は、高速道路を利用されましたか？ 

またはする予定ですか？・・・・・ はい ・ いいえ  

 ※「はい」とお答えの方「ETC」をお使いですか？  はい ・ いいえ  

 

Ｑ６．ご来園までの所要時間を教えて下さい。 

１．３０分以内   ２．１時間以内   ３．１～１.５時間 

４．１.５～２時間  ５．２時間以上 

 

Ｑ７．公園に入園された時間、お帰りになる予定時間を教えて下さい。 

● 来園時間      時   分頃 

● お帰り予定時間   時   分頃 

 

 

Ｑ８．この公園にはたびたびいらっしゃいますか？ 

 １．ほぼ毎日    ２．週に２〜３回    ３．週に１回 

４．月に２〜３回  ５．月に１回 

６．年に数回（だいたい    回） 

７．年に１回    ８．数年に１回程度   ９．今回が初めて 

 

Q９－１．公園には満足されましたか？ 

１．非常に満足（満足な点：                    ） 

２．まあまあ満足 

３．やや不満 

４．非常に不満（不満な点：     ） 

Q９－２．また、１００点満点で何点ですか？        点 

 

Ｑ１０ 最近、この公園に関する情報について、何でお知りになりま

したか？（いくつでも） 

１．新聞に折り込まれた「春まつりチラシ」 

２．一般で配られている「春まつりチラシ」 

（どこで入手しましたか…道の駅・三次ワイナリー・かんぽの郷庄原 

  その他（                     ） 

３．「春まつりポスター」    

４．「道の駅旅案内（フリーペーパー）」 

５．新聞記事   ６．新聞記事    ７．テレビ  ８．ラジオ   

９．雑誌・情報誌   １０．市町村の広報誌 

１１．公園のホームページ   

１２．インターネットの情報（サイト名：             ） 

１３｡人の評判を聞いて   

１４．その他 （                        ） 

 

Q１１．今日、この公園に来たきっかけを教えて下さい。 

（いくつでも） 

１．イベントをしているから  ２．花がきれいだから 

３．料金が安いから  ４．広々しているから  ５．景色がいいから

６．一日中遊べるから  ７．バーベキューができるから   

８．近くに来たから   ９．友人に誘われたから 

１０．子供を安心して遊ばせられるから  １１. 人にすすめられたから 

１２．その他（                         ） 

 

 

Q１２．公園でご利用になった施設を教えて下さい。（いくつでも） 

１．ひばの里 【施設名：                】 

２．花の広場   ３．大芝生広場  ４．大型複合遊具きゅうの丘 

５．ちびっこゲレンデ  ６．林間アスレチックコース 

７．きゅうの森    ８．つどいの里スポーツ広場 

９．つどいの里キャッチボール貸出 

１０．グラウンド・ゴルフコース    １１．サイクリングコース 

１２．中入口売店「ランバス」お食事処「中の茶屋」 

１３．湖畔レストハウス（レストラン利用含む） 

１４. 北入口エントランスセンター国兼、湖畔広場 

１５. 北入口レストランくにかね 

１６.  北入口軽食コーナー「きゅうくん」 

１７. 北入口売店「はなちゃん」 . １８. バーベキューコーナー 

 １９. 備北オートビレッジ 

 

Ｑ１３．本日、来園前に行った場所、退園後に行く予定の場所を教えて下

さい。 

【ご来園前：                】 

【この後：                 】 

 

Q１４．花の広場の感想を教えて下さい 

１．満足  ２．まあ満足  ３．ふつう  ４．不満  ５．わからない 

 

理由：                              

 

Q１５．食事（レストラン）、売店の感想を教えて下さい。 

１．満足 ２．まあ満足 ３．ふつう  ４．不満 ５．利用していない 

 

理由：                              

 

利用したレストラン・売店名：                   

   

※売店にあったら良いもの、食べてみたいメニューを教えて下さい 

 

                                                                  

 

Q１６．春まつりチラシの感想を教えて下さい。 

１．満足  ２．まあ満足  ３．ふつう  ４．不満   ５．わからない 

   

理由：                              

 

Q１７．公園スタッフの対応について教えて下さい。 

１．とても良い  ２．良い  ３．ふつう ４．悪い  ５．とても悪い 

 

※理由 

【どこで】        【どんなこと】              

 

Ｑ１８．公園を利用して不便なところはありましたか？（いくつでも） 

１．日陰が少ない ２．座れる場所が少ない ３．貸し自転車が少ない 

４．駐車場の空車状況がわかりづらい  

５．園内が広すぎて移動しづらい  ６．シャトルバスの頻度が少ない 

７．案内サイン（標識）が少ない  ８．遊べるところが少ない 

９．その他（                          ） 

 

Q１９．そのほか、お気づきの点がありましたら記入下さい。 

     

 

 

 

 

 

ごごごご協力協力協力協力ありがとありがとありがとありがとううううございましたございましたございましたございました。。。。    
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国営備北丘陵公園 公園の利用に関するアンケート調査票    Ｎｏ 中：    北：      

平成２３年   月   日  

本日は本公園へご来園ありがとうございました。大変お手数ですが、今後のより良い公園づくりに反映させるためのアンケート調査へのご協力をお願いします。

 

Ｑ１．あなたの住所を教えて下さい。 

１．広島市  ２．福山市  ３．東広島市  ４．呉市 

５．三原市  ６．尾道市  ７．庄原市   ８．三次市 

９．その他広島県（市町村名         ） 

１０．岡山県（市町村名            ） 

１１．鳥取県（市町村名            ） 

１２．島根県（市町村名            ） 

１３．山口県（市町村名            ） 

１４．その他（県名        市町村名         ） 

 

Ｑ２．あなたの性別を教えて下さい。・・・・・ 男性 ・ 女性  

 

Ｑ３．あなたの年齢を教えて下さい。 

１．小学生   ２．中学生   ３．15～18 歳 ４．19～29 歳 

５．30～39 歳 ６．40～49 歳 ７．50～59 歳 ８．60～6４歳 

９．6５～6９歳 １０．70 歳以上   

 

Ｑ４．本日はどなたといらっしゃいましたか？（1 つお答え下さい） 

１．一人で  ２．友人・知人と  ３．カップルで  ４．夫婦で 

５．家族と  ６．学校の団体   ７．地域の団体   

８．職場の団体  ９．その他（具体的に：              ） 

 

Ｑ５．主に利用した交通機関を教えて下さい。（1 つお答え下さい） 

１．鉄道（JＲ芸備線）  ２．路線バス及び高速バス   

３．貸切バス  ４．自家用車  ５．バイク・自転車   

６．タクシー  ７．徒歩   ８．その他

（             ） 

※４.または５（バイク）とお答えの方は、高速道路を利用されま

したか？または利用する予定ですか？・・ ・ はい ・ いいえ  

 ※「はい」とお答えの方「ETC」をお使いですか？  はい ・ いいえ  

 

 

Ｑ６．ご来園までの所要時間を教えて下さい。 

１．３０分以内   ２．１時間以内   ３．１～１.５時間  

４．１.５～２時間  ５．２時間以上 

 

Ｑ７．公園に入園された時刻、お帰りの予定時刻を教えて下さい。 

● ご来園の時刻    時   分頃 

● お帰りの時刻    時   分頃 

 

Ｑ８．この公園にはたびたびいらっしゃいますか？ 

 １．ほぼ毎日   ２．週に２〜３回   ３．週に１回   

４．月に２〜３回  ５．月に１回   

６．年に数回（だいたい    回） 

７．年に１回   ８．数年に１回程度   ９．今回が初めて 

 

Q９－１．公園には満足されましたか？ 

１．非常に満足（満足な点：                ） 

 ２．まあまあ満足  

３．やや不満  

４．非常に不満（不満な点：                ） 

 

Q９－２．また、１００点満点で何点ですか？        点 

 

Ｑ１０ 最近、この公園に関する情報について、何でお知りになりま

したか？（3 つまでお答え下さい） 

１．新聞に折り込まれた「秋まつりチラシ」   

２．一般で配られている「秋まつりチラシ」 

（どこで入手しましたか…道の駅・三次ワイナリー・かんぽの郷庄原 

     その他（                     ） 

３．「秋まつりポスター」  

※ポスターを見た場所：                                 

４．「秋のグリーンフェア（広島市植物公園）」   

５．新聞記事   ６．新聞記事    ７．テレビ  ８．ラジオ   

９．雑誌・情報誌   １０．市町村の広報誌 

１１．公園のホームページ   

１２．インターネットの情報（サイト名：             ） 

１３｡人の評判を聞いて   

１４．その他 （                        ） 

 

 

 

Q１１．今日、この公園に来たきっかけを教えて下さい。 

（3 つまでお答え下さい） 

１．イベントをしているから  ２．花がきれいだから   

３．料金が安いから  ４．広々しているから  ５．景色がいいから   

６．一日中遊べるから  ７．バーベキューができるから   

８．近くに来たから   ９．友人に誘われたから   

１０．子供を安心して遊ばせられるから  １１. 人にすすめられたから  

１２．その他（                         ） 

 

Q１２．公園でご利用になった施設を教えて下さい。（いくつでも） 

１．ひばの里 【施設名：                  】  

２．花の広場   ３．大芝生広場  ４．大型複合遊具きゅうの丘    

５．ちびっこゲレンデ  ６．林間アスレチックコース    

７．きゅうの森     ８．つどいの里スポーツ広場        

９．つどいの里キャッチボール貸出 

１０．つどいの里グラウンド・ゴルフコース 

１１．サイクリングコース   

１２．中入口売店「ランバス」お食事処「中の茶屋」   

１３．湖畔レストハウス（レストラン利用含む）  

１４. 北入口エントランスセンター国兼、湖畔広場 

１５. 北入口レストランくにかね   

１６.  北入口軽食コーナー「きゅうくん」 

１７. 北入口売店「はなちゃん」 . １８. 備北オートビレッジ 

 

Ｑ１３．本日、来園前に行かれた場所、退園後に行かれる場所を教えて下

さい。 

【ご来園前：                】  

【こ の 後：                】 

  

Q１４．花の広場の感想を教えて下さい 

１．満足  ２．まあ満足 ３．ふつう  ４．不満  ５．わからない 

   

理由：                           

 

Q１５．食事（レストラン）、売店の感想を教えて下さい。 

１．満足  ２．まあ満足 ３．ふつう  ４．不満 ５．利用していない 

 

理由：                              

 

利用したレストラン・売店名：                   

   

※売店にあったら良いもの、食べてみたいメニューを教えて下さい 

 

                                                                    

 

Q１６．秋まつりチラシ・ポスターの感想を教えて下さい。 

１．とても良い ２．良い ３．ふつう ４．悪い  ５．わからない 

 

  理由：                           

 

Ｑ１７．公園を利用して不便なところはありましたか？（いくつでも） 

１．日陰が少ない ２．座れる場所が少ない ３．貸し自転車が少ない 

４．駐車場の空車状況がわかりづらい  

５．園内が広すぎて移動しづらい 

６．シャトルバスの頻度が少ない  

７．案内サイン（標識）が少ない（悪い）  

８．その他（                        ） 

 

Q１８．公園を利用されてお気づきの点がありましたら記入下さい。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました      備北公園管理センター 
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          国営備北丘陵公園 公園の利用に関するアンケート調査票     平成２３年  月  日  

本日は本公園へご来園ありがとうございました。大変お手数ですが、今後のより良い公園づくりに反映させるためのアンケート調査へのご協力をお願いします。 

 

Ｑ１．あなたの住所を教えて下さい。 

１．広島市  ２．福山市  ３．東広島市  ４．呉市 

５．三原市  ６．尾道市  ７．庄原市   ８．三次市 

９．その他広島県（市町村名         ） 

１０．岡山県（市町村名            ） 

１１．鳥取県（市町村名            ） 

１２．島根県（市町村名            ） 

１３．山口県（市町村名            ） 

１４．その他（県名        市町村名         ） 

 

Ｑ２．あなたの性別を教えて下さい。・・・・・ 男性 ・ 女性  

 

Ｑ３．あなたの年齢を教えて下さい。 

１．小学生   ２．中学生   ３．15～18 歳 ４．19～29 歳 

５．30～39 歳 ６．40～49 歳 ７．50～59 歳 ８．60～6４歳 

９．6５～6９歳 １０．70 歳以上   

 

Ｑ４．本日はどなたといらっしゃいましたか？（1 つお答え下さい） 

１．一人で  ２．友人・知人と  ３．カップルで  ４．夫婦で 

５．家族と  ６．学校の団体   ７．地域の団体  ８．職場の団体 

９．その他（具体的に：             ） 

 

Ｑ５．主に利用した交通機関を教えて下さい。（1 つお答え下さい） 

１．鉄道（１０Ｒ芸備線）  ２．路線バス及び高速バス  ３．貸切バス   

４．自家用車   ５．バイク   ６．タクシー   ７．徒歩  

８．自転車     ９.  その他（                  ） 

※４,または５.とお答えの方は、高速道路を利用されましたか？ 

またはする予定ですか？・・・・・ はい ・ いいえ  

 

Ｑ６．ご来園までの所要時間を教えて下さい。 

１．３０分以内   ２．１時間以内   ３．１～１.５時間  

４．１.５～２時間  ５．２時間以上 

 

Ｑ７．公園に入園された時間、お帰りになる予定時間を教えて下さい。 

● 来園時間   時   分頃  ● お帰り予定時間   時   分頃 

 

Ｑ８．入園までの待ち時間はありましたか？ 

 １．待ち時間無し  ２．待ち時間有り  約（      ）分 

 

Ｑ９．この公園にはたびたびいらっしゃいますか？ 

 １．ほぼ毎日  ２．週に２〜３回  ３．週に１回  ４．月に２〜３回 

５．月に１回  ６．年に数回（だいたい    回） 

７．年に１回  ８．数年に１回程度    ９．今回が初めて 

 

Q10－１．公園には満足されましたか？ 

１．非常に満足（満足な点：                     ） 

 ２．まあまあ満足 ３．やや不満 ４．非常に不満（不満な点：       ）

Q10－２．１００点満点で何点ですか？        点 

 

 

Ｑ１１. 最近、この公園に関する情報について、何でお知りになり

ましたか？（複数回答可：○はいくつでも） 

１．新聞に折り込まれた「ウインターイルミネーションチラシ」 

２．一般で配られている「秋まつりチラシ」 

（どこで入手しましたか…道の駅・三次ワイナリー・かんぽの郷庄原 

     その他（                     ） 

３．「ポスター」 

４．「道の駅旅案内（フリーペーパー）」 

５．新聞記事   ６．新聞記事    ７．テレビ  ８．ラジオ   

９．雑誌・情報誌   １０．市町村の広報誌１１．公園のホームページ   

１２．インターネットの情報（サイト名：             ） 

１３｡人の評判を聞いて   

１４．その他 （                        ） 

 

Q１２．Q１１で「２」、「３」のどちらかをお答えの方にお聞きしま

す。どちらでご覧になりましたか？（複数回答可） 

１．道の駅   ２．高速道路サービスエリア   

３．そごう広島店（ﾂﾘｰ・ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ） ４．そごう呉店（ﾂﾘｰ・ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ） 

５．JＲ広島駅（ﾎﾟｽﾀｰ） ６．JＲ三次駅（ﾎﾟｽﾀｰ） ７．ホテル・旅館   

８．その他（                             ） 

 

 

 

  

Q１３．食事（レストラン）、売店の感想を教えて下さい。 

１．満足 ２．まあ満足 ３．ふつう  ４．不満 ５．利用していない 

 

理由：                              

 

利用したレストラン・売店名：                   

   

※売店にあったら良いもの、食べてみたいメニューを教えて下さい 

 

                                                                    

 

Q１４．「ウインターイルミネーション」を知っていましたか？ 

１．以前から知っていた      ２．今年はじめて知った   

３．公園に来てはじめて知った 

 

Q１５「ウインターイルミネーション」にご来園されるのは今年で何

回目ですか？ 

１．初めて  ２．昨年以前も来た→何回目【 ２・３・４～５・６回以上 】 

 

Q１６，ウインターイルミネーションの感想を教えて下さい 

 １．満足  ２．まあ満足  ３．ふつう  ４．不満 ５．わからない 

 

 【理由：                            】 

 

Ｑ１７．新聞折込チラシについていた平日の団体券（割引券 280 円）

は使用されましたか？  

 １．使用した  ２．使用しなかった  

 

Ｑ１７-1 Q1７で「１」とお答えの方にうかがいます。団体券は、

今回のご来園のきっかけ（動機づけ）になりましたか？ 

  １. きっかけになった  ２．あまり効果はなかった  

 

Ｑ１７-2 Q1７で「２」とお答えの方にうかがいます。使用しな

かった理由を教えて下さい。 

  １．今日が平日ではないから  ２．団体券を知らなかったから   

３．その他 

  

Ｑ１７-3 Q1７で「２」とお答えの方にうかがいます。団体券を 

知っていたら使用しましたか？  

  １．使用した  ２．使用したいが平日の来園は困難  ３．使用しない 

 

Q１８ 今年のウインターイルミネーションは期間を 12 月 30 日ま 

で延長しましたが期間についてどう思われますか？ 

１．クリスマスまで    ２．年末（12 月 30 日）まで   

３．大晦日（カウントダウン）まで  ４．1 月半ばくらいまで延長 

  

【理由：                             】 

 

Q１９．今年のウインターイルミネーション 2010 のポスター、チ

ラシの感想を教えて下さい  

１．とても良い  ２．良い ３．ふつう ４．悪い ５．わからない 

  理由：                           

    

Q２０．公園を利用されてお気づきの点等がありましたらご記入下さ

い。 

 

★★★★用紙用紙用紙用紙はははは「「「「案内所案内所案内所案内所」」」」へおへおへおへお持持持持ちちちち下下下下さいさいさいさい。。。。ごごごご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。        国営備北丘陵公園国営備北丘陵公園国営備北丘陵公園国営備北丘陵公園    

- 別紙 193 -



     国営備北丘陵公園公園 公園の利用に関するアンケート調査票             

平成２４年  月   日    中 ・ 北 No        

本日は本公園へご来園ありがとうございました。大変お手数ですが、今後のより良い公園づくりに反映させるためのアンケート調査へのご協力をお願いします。 

 

Ｑ１．あなたの住所を教えて下さい。 

１．広島市  ２．福山市  ３．東広島市  ４．呉市 

５．三原市  ６．尾道市  ７．庄原市   ８．三次市 

９．その他広島県（市町村名         ） 

１０．岡山県（市町村名            ） 

１１．鳥取県（市町村名            ） 

１２．島根県（市町村名            ） 

１３．山口県（市町村名            ） 

１４．その他（県名        市町村名         ） 

  

Ｑ２．あなたの性別を教えて下さい。・・・・・ 男性 ・ 女性  

 

Ｑ３．あなたの年齢を教えて下さい。 

１．小学生   ２．中学生   ３．15～18 歳 ４．19～29 歳 

５．30～39 歳 ６．40～49 歳 ７．50～59 歳 ８．60～6４歳 

９．6５～6９歳 １０．70 歳以上 

 

 

Ｑ４．本日はどなたといらっしゃいましたか？（1 つお答え下さい） 

１．一人で  ２．友人・知人と  ３．カップルで  ４．夫婦で 

５．家族と  ６．学校の団体   ７．地域の団体 

８．職場の団体 

９．その他（具体的に                       ） 

 

Ｑ５．主に利用した交通機関を教えて下さい。（1 つお答え下さい） 

１．鉄道（JＲ芸備線）  ２．路線バス及び高速バス 

３．貸切バス    ４．自家用車    ５．バイク 

６．タクシー    ７．徒歩      ８．自転車 

９．その他（               ） 

※４.または５.とお答えの方は、高速道路を利用されましたか？ 

またはする予定ですか？・・・・・ はい ・ いいえ  

 ※「はい」とお答えの方「ETC」をお使いですか？  はい ・ いいえ  

 

Ｑ６．ご来園までの所要時間を教えて下さい。 

１．３０分以内   ２．１時間以内   ３．１～１.５時間 

４．１.５～２時間  ５．２時間以上 

 

Ｑ７．公園に入園された時間、お帰りになる予定時間を教えて下さい。 

● 来園時間      時   分頃 

● お帰り予定時間   時   分頃 

 

 

Ｑ８．この公園にはたびたびいらっしゃいますか？ 

 １．ほぼ毎日    ２．週に２〜３回    ３．週に１回 

４．月に２〜３回  ５．月に１回 

６．年に数回（だいたい    回） 

７．年に１回    ８．数年に１回程度   ９．今回が初めて 

 

Q９－１．公園には満足されましたか？ 

１．非常に満足（満足な点：                    ） 

２．まあまあ満足 

３．やや不満 

４．非常に不満（不満な点：     ） 

Q９－２．また、１００点満点で何点ですか？        点 

 

Ｑ１０ 最近、この公園に関する情報について、何でお知りになりま

したか？（いくつでも） 

１．一般で配られている「スイセンファンタジー」チラシ 

（どこで入手しましたか…道の駅・三次ワイナリー・かんぽの郷庄原 

  その他（                     ） 

２．「スイセンファンタジーポスター」    

３．「道の駅旅案内（フリーペーパー）」 

４．新聞記事     ５．テレビ  ６．ラジオ   

７．雑誌・情報誌   ８．市町村の広報誌 

９．公園のホームページ   

１０．インターネットの情報（サイト名：             ） 

１１｡人の評判を聞いて   

１２．その他 （                        ） 

 

Q１１．今日、この公園に来たきっかけを教えて下さい。 

（いくつでも） 

１．イベントをしているから  ２．花がきれいだから 

３．料金が安いから  ４．広々しているから  ５．景色がいいから

６．一日中遊べるから  ７．バーベキューができるから   

８．近くに来たから   ９．友人に誘われたから 

１０．子供を安心して遊ばせられるから  １１. 人にすすめられたから 

１２．その他（                         ） 

 

 

Q１２．公園でご利用になった施設を教えて下さい。（いくつでも） 

１．ひばの里 【施設名：                】 

２．花の広場   ３．大芝生広場  ４．大型複合遊具きゅうの丘 

５．ちびっこゲレンデ  ６．林間アスレチックコース 

７．きゅうの森    ８．つどいの里スポーツ広場 

９．つどいの里キャッチボール貸出 

１０．グラウンド・ゴルフコース    １１．サイクリングコース 

１２．中入口売店「ランバス」お食事処「中の茶屋」 

１３．湖畔レストハウス（レストラン利用含む） 

１４. 北入口エントランスセンター国兼、湖畔広場 

１５. 北入口レストランくにかね 

１６.  北入口軽食コーナー「きゅうくん」 

１７. 北入口売店「はなちゃん」 . １８. バーベキューコーナー 

 １９. 備北オートビレッジ 

 

Ｑ１３．本日、来園前に行った場所、退園後に行く予定の場所を教えて下

さい。 

【ご来園前：                】 

【この後：                 】 

 

Q１４．スイセンファンタジーの感想を教えて下さい 

１．満足  ２．まあ満足  ３．ふつう  ４．不満  ５．わからない 

 

理由：                              

 

Q１５．食事（レストラン）、売店の感想を教えて下さい。 

１．満足 ２．まあ満足 ３．ふつう  ４．不満 ５．利用していない 

 

理由：                              

 

利用したレストラン・売店名：                   

   

※売店にあったら良いもの、食べてみたいメニューを教えて下さい 

 

                                                                  

 

 

Q１６．公園スタッフの対応について教えて下さい。 

１．とても良い  ２．良い  ３．ふつう ４．悪い  ５．とても悪い 

 

※理由 

【どこで】        【どんなこと】              

 

Ｑ１７．公園を利用して不便なところはありましたか？（いくつでも） 

１．日陰が少ない ２．座れる場所が少ない ３．貸し自転車が少ない 

４．駐車場の空車状況がわかりづらい  

５．園内が広すぎて移動しづらい  ６．シャトルバスの頻度が少ない 

７．案内サイン（標識）が少ない  ８．遊べるところが少ない 

９．その他（                          ） 

 

Q１８．そのほか、お気づきの点がありましたら記入下さい。 

     

 

 

 

 

 

ごごごご協力協力協力協力ありがとありがとありがとありがとううううございましたございましたございましたございました。。。。    
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（回） （回）

ひばの里 全体 ひばの里 全体 ひばの里 全体

平成21年度 196 205 471 543 667 748 25 773 42

平成22年度 203 215 370 433 573 648 1 649 45

平成23年度 166 184 506 570 672 754 1 755 29

合計 565 604 1,347 1,546 1,912 2,150 27 2,177 116

（人） （人）

ひばの里 全体 ひばの里 全体 ひばの里 全体

平成21年度 4,321 12,548 12,680 20,222 17,001 32,770 401 33,171 20,112

平成22年度 3,387 9,295 10,351 16,717 13,738 26,012 3,283 29,295 22,763

平成23年度 3,475 17,762 12,792 18,480 16,267 36,242 4,423 40,665 12,618

合計 11,183 39,605 35,823 55,419 47,006 95,024 8,107 103,131 55,493

委託費のみで行ったもの

委託費で行うが

材料代等実費は

公園利用者から

徴収したもの

イベント総数 自主事業

参加総数

委託費のみで行ったもの

　イベントリスト　

委託費で行うが

材料代等実費は

公園利用者から

徴収したもの

自主事業

合計 持ち込み

持ち込み合計

小計

小計
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【平成21年度】

「公園全体」で開催されたイベント（ひばの里含む）

ひばの里 全てのイベント ひばの里 全てのイベント

196 205 4,321 12,548

471 543 12,680 20,222

0 25 0 401

667 773 17,001 33,171

委託費のみで行ったもの （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/4/1 2010/3/31 3,095 参加者数 1 回 セルフ

2009/4/2 2010/3/27 ひばの里 2,806 参加者数 169 回

2009/4/19 2009/4/19

スイセンファンタジー

2009

221 参加者数 1 回

2009/4/25 2009/4/26 ひばの里 春まつり 25 参加者数 1 回

2009/5/2 2009/5/2 ひばの里 春まつり 0 1 回

2009/5/5 2009/5/5 ひばの里 春まつり 33 参加者数 1 回

2009/5/5 2009/10/4 ひばの里 225 参加者数 6 回

2009/5/30 2009/5/31 ひばの里 27 参加者数 2 回

2009/6/7 2009/6/7 307 参加者数 1 回

2009/6/27 2009/7/4 ひばの里 174 参加者数 3 回

2009/8/1 2009/8/31 夏まつり 4,254 期間中入園者数 1 回 セルフ

2009/8/8 2009/8/29 ひばの里 夏まつり 334 参加者数 4 回

2009/8/18 2010/3/31 ひばの里 335 参加者数 1 回

8/18から通

年　セルフ

2009/8/23 2009/9/20 2,965 参加者数 4 回

2009/10/17 2009/10/17 秋まつり 1,265 当日入園者数 1 回

2009/10/17 2009/10/18 秋まつり 6,669 当日入園者数 2 回

なつかし機織り実演体験

わたくり体験

田植え体験

シャーレポピーの切り花体験

七夕短冊・折紙作り体験

湖畔のクラフトコーナー

わら細工体験

スイセンプレゼント

たたら鉄づくり

餅つき

夏の生き物展

夏の自然観察会

切り絵体験

参加人数（人）

行事名

梨のもぎ取り体験

ピアノとバイオリンコンサート

アルプホルンコンサート

イベント（回）

公園、周辺で見かける昆虫の実物・標本を展示

公園内のビオトープや雑木林をフィールドとした、比較的初級向けの自

然観察会で、ガイドによる解説や植物・昆虫の観察や実験をしていただ

いた。

切り絵を体験し、楽しんでいただいた。

一人2個までをお客様自身で実を選び、収穫してお持ち帰りいただいた。

花の広場でのコンサート

花の広場でのコンサート

餅つきを開催し、つきあがったお餅はその場でお召し上がりいただいた。

実際に使用されている本格的な機織り機を使い、布を織っていただい

た。

小さなお子様にも簡単にできお楽しみいただいた。

昔ながらの「田植え」を体験していただいた。参加いただいた方には“お

にぎり”をふるまった。

「花の広場」の一部のエリアで“シャーレポピーの切り花”をお楽しみいた

だいた。

短冊に願いごとを書いて笹に飾っていただいたり、昔懐かしの折紙教室

もあわせてお楽しみいただいた。

行事内容

エントランスセンター付近に咲いているラベンダーを摘み取り、奇数の束

をリボンで巻くクラフト教室に参加していただいた。作品は無料でお持ち

帰りいただいた。

小物作り（ほうき、とんぼなど）や、わら草履づくりを体験していただいた。

未開園区域にある「スイセンガーデン」の特別公開が終了するため、き

れいに咲いているスイセンを公園スタッフが摘み取りプレゼントした。

中国地方に古くから伝わる古代の製法による「たたら鉄づくり」を2日間に

渡り実施し日本刀の原料となる玉鋼を作ります。ふいごによる送風作

業）など体験していただいた。

委託費のみで行ったもの

委託費で行うが材料代等実費は

公園利用者から徴収したもの

自主事業

合計
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/9/12 2009/10/18 秋まつり 104,874 期間中入園者数 1 回 展示

2009/9/22 2009/9/23 ひばの里 秋まつり 221 参加者数 2 回

2009/10/4 2009/10/18 ひばの里 秋まつり 52 参加者数 4 回

2009/10/11 2009/10/11 ひばの里 秋まつり 19 参加者数 1 回

2009/10/17 2009/10/18 秋まつり 1,639 参加者数 2 回

2009/10/17 2009/10/18 ひばの里 秋まつり 70 参加者数 2 回

2009/11/20 2009/12/26

ウインター

イルミネーション2009

シンセサイザー演奏 125,092 期間中入園者数 13 回

2009/11/20 2009/12/30

ウインター

イルミネーション2009

展示 125,092 期間中入園者数 1 回

2009/11/21 2009/11/23 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

125,092 期間中入園者数 2 回

2009/11/20 2009/12/26 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

125,092 期間中入園者数 19 回

2009/12/4 2009/12/25 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

125,092 期間中入園者数 5回

2009/12/5 2009/12/26 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

125,092 期間中入園者数 5回

2009/12/11 2009/12/26 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

125,092 期間中入園者数 6 回

2009/11/20 2009/12/30

ウインター

イルミネーション2009

125,092 期間中入園者数 1 回 展示

2009/11/20 2009/12/30

ウインター

イルミネーション2009

125,092 期間中入園者数 2 回

委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収したもの （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/4/4 2010/3/27 ひばの里 2,553 参加者数 113 回

2009/4/4 2010/3/6 ひばの里 87 参加者数 16 回

2009/4/5 2009/10/18 ひばの里 1,528 参加者数 17 回

2009/4/11 2010/3/27 ひばの里 1,268 参加者数 90 回

2009/4/11 2009/4/12 ひばの里 春まつり 55 参加者数 2 回

2009/4/11 2009/10/24 ひばの里 851 参加者数 36 回

2009/4/18 2010/3/21 ひばの里 234 参加者数 15 回

2009/4/18 2009/4/19 ひばの里 春まつり 35 参加者数 2 回

行事名 行事内容

各地高校写真展

花火

手打ちそば体験

のんきさんの木工教室

茶席

木工教室

ウイッシュホール

マジックショー

レコードコンサート

機械影絵

切り絵の影絵

影絵劇

ふるさと稲刈り体験

機織り体験

たたら鉄づくり体験

コスモス切花体験

昔ながらの稲こぎ体験

イルミネーションコンサート

森さんの木工教室

春の葉っぱで土笛づくり

ふるさとの鉄道芸備線の歴史

春の桜押し寿司体験

陶芸教室

ひばの里木工房での木工教室

桜でんぶや錦糸玉子など、春の色あいが美しい、手軽な押し寿司を体

験していただいた。

やきもの工房での陶芸教室

ひばの里木工房での木工教室

やきもの工房での土笛作り体験

農家の障子に映りだす影絵の世界をお楽しみいただいた。

地元の高校の写真部の皆さんによる「ウインターイルミネーション」を題

材にした作品展をご覧いただいた。

20：00より約300発、5分程度の打ち上げ花火を、中の広場・北入り口会

場両会場よりお楽しみいただいた。

農家でそば打ち体験

ひばの里木工房での木工教室

そとやま屋敷でのお茶席

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサー

トをお楽しみいただいた。

カードに願い事を書いてツリーに飾っていただいた。チャペルのような装

飾をご覧いただいた。

親しみのある愉快なマジックショーをお楽しみいただいた。

昔懐かし真空管アンプとターンテーブルの奏でるレトロな音源をお楽し

みいただいた。

農家の障子に映りだす影絵の世界をお楽しみいただいた。

農家の障子に映りだす影絵の世界をお楽しみいただいた。

広島と県北部を結ぶ鉄道路線である芸備線の歴史を、資料写真とパネ

ルで紹介

手作業で昔なつかしの稲刈りを体験いただいた。先着100名様へおにぎ

りのふるまいを行った

実際に使用されている本格的な機織り機を使い、布を織っていただい

た。

古代たたら鉄づくりの体験

「花の広場」の一部のエリアで“コスモスの切り花”をお楽しみいただい

た。

大勢の方に体験いただいた。

稲刈りで干した稲を昔ながらの稲こぎ機を使った体験に参加していただ

く。

行事名 行事内容
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/4/25 2009/4/26 ひばの里 春まつり 39 参加者数 2 回

2009/5/3 2009/5/6 ひばの里 春まつり 439 参加者数 4 回

2009/5/2 2009/5/3 ひばの里 春まつり 82 参加者数 2 回

2009/4/12 2010/3/16 ひばの里 97 参加者数 18 回

2009/5/3 2009/5/4 ひばの里 春まつり 192 参加者数 2 回

2009/5/3 2009/5/5 春まつり 481 参加者数 3 回

2009/5/5 2009/5/6 ひばの里 春まつり 129 参加者数 2 回

2009/5/9 2010/3/6 ひばの里 383 参加者数 15 回

2009/5/31 2009/5/31 ひばの里 33 参加者数 1 回

2009/6/28 2009/7/5 ひばの里 87 参加者数 2 回

2009/6/28 2009/7/5 ひばの里 64 参加者数 2 回

2009/8/2 2009/9/5 ひばの里 62 参加者数 8 回

2009/7/25 2009/8/30 ひばの里 夏まつり 423 参加者数 17 回

2009/7/25 2009/10/18 ひばの里 791 参加者数 26 回

2009/8/2 2009/8/9 ひばの里 夏まつり 235 参加者数 4 回

2009/8/8 2009/8/9 ひばの里 夏まつり 25 参加者数 2 回

2009/8/8 2009/8/9 ひばの里 夏まつり 82 参加者数 2 回

2009/8/13 2009/8/14 ひばの里 夏まつり 59 参加者数 2 回

2009/8/13 2009/8/14 ひばの里 夏まつり 120 参加者数 2 回

2009/8/13 2009/8/14 夏まつり 177 参加者数 2 回

2009/8/15 2009/8/16 ひばの里 夏まつり 43 参加者数 2 回

2009/8/22 2009/8/23 ひばの里 夏まつり 69 参加者数 2 回

2009/8/29 2009/8/30 ひばの里 夏まつり 87 参加者数 2 回

2009/9/5 2009/9/6 ひばの里 85 参加者数 2 回

2009/9/20 ひばの里 秋まつり 181 参加者数 3 回

行事名 行事内容

夏の染め物体験～藍～

夏の型染め団扇作り体験

夏のお菓子作り体験「柏餅」

大流しうどん体験

自然クラフト塾のんき工房

秋の味覚おこわおにぎりづくり体験

月見団子づくり体験

夏の新鮮野菜丸かじり体験

竹工作教室

夏のお菓子作り体験「わらびもち」

機織り体験ミニタペストリー＆コースター

夏の葉っぱで土笛作り体験

夏のお菓子作り体験「梅寒天」

春の寄せ植え教室

春を探そう型染め教室

小刀づくり体験

夏のお菓子作り体験「水ようかん」

柏餅作り体験

ピクニックッキングクレープ作り

ちまき作り体験

こんにゃく体験

塩原の田植弁当づくり

ミニ七夕作り体験

熊笹ちまき作り体験

山菜おこわおにぎりづくり

さとやま屋敷で大流しうどんを体験いただいた。

やきもの工房での土笛作り体験

夏にぴったりのお菓子づくりを体験していただいた。

夏にぴったりのお菓子づくりを体験していただいた。

十五夜のお月見にちなみ団子をつくっていただいた。

地元産の食材でつくる秋の味覚をお楽しみいただいた。

竹を加工してなつかしい水鉄砲や竹とんぼなどをつくり、つくった後もお

楽しみいただいた。

夏にぴったりのひんやりお菓子。地元産大豆をその場で煎って、石臼で

挽いてお召し上がりいただいた。

機織り体験で、ミニタペストリーやコースターづくりを体験していただい

た。

インディゴ（藍）で、バンダナ、タオルマフラー、小さなEco bag、テーブル･

リネンなど、身近な小物を染め上げていただいた。

夏の花やいきものたちを題材にした型染めで、オリジナルの団扇をつ

くっていただいた。

昔からお盆に食べる郷土のお菓子。お子様にも楽しくつくっていただい

た。

農家でこんにゃく作り体験

塩原の田植をモチーフにお弁当づくりを楽しんでいただいた。

七夕にちなみ「ミニ七夕飾りづくり体験」を開催した。オリジナルの七夕飾

りをつくっていただいた。

地元に伝わる笹の巻き方でちまきづくりを体験いただいた。

びばの里でのクラフト作りを楽しんでいただいた。

夏の旬の新鮮野菜を丸かじりする体験をお楽しみいただいた。

花に囲まれて、オリジナルの寄せ植えをつくっていただいた。

自然素材を原料にした染料で、カードやコースターなどに色鮮やかに描

く型染めを体験していただいた。

たらら工房での小刀作り体験

子供の日にちなみ柏餅をつくっていただいた。

簡単クッキングでクレープづくりを体験していただいた。

熊笹の葉っぱで包み、蒸す体験をしていただいた。

季節の旬の山菜をつかったおにぎりをつくっていただいた。
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/9/26 2009/10/17 秋まつり 2,427 参加者数 14 回

2009/9/22 2009/9/23 ひばの里 75 参加者数 2 回

2009/9/21 2010/3/22 ひばの里 473 参加者数 6 回

2009/10/3 ひばの里 秋まつり 37 参加者数 2 回

2009/10/3 ひばの里 秋まつり 54 参加者数 2 回

2009/10/17 2009/10/18 ひばの里 秋まつり 99 参加者数 2 回

2009/11/21 2009/11/23 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

364 参加者数 3 回

2009/11/28 2009/11/29 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

77 参加者数 2 回

2009/12/5 2009/12/6 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

262 参加者数 2 回

2009/12/12 2009/12/13 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

238 参加者数 2 回

2009/11/28 2009/12/27 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

88 参加者数 7 回

2009/12/20 2009/12/23

ウインター

イルミネーション2009

184 参加者数 2 回

2009/12/18 2009/12/24 ひばの里

ウインター

イルミネーション2009

97 参加者数 3 回

2010/2/11 2010/2/14 ひばの里 34 参加者数 2 回

2010/2/27 2010/2/28 ひばの里 26 参加者数 2 回

2010/2/28 2010/2/28 ひばの里 35 参加者数 1 回

2010/2/27 2010/2/28 ひばの里 18 参加者数 2 回

2009/4/4 2009/10/18 3,558 参加者数 43 回

2009/11/8 2009/11/8 25 参加者数 1 回

2009/6/13 2009/6/13 ひばの里 15 参加者数 1 回

2009/9/19 2009/10/18 ひばの里 秋まつり 108 参加者数 4 回

2009/9/26 2009/10/17 秋まつり 607 参加者数 5 回

2009/4/11 2009/4/12 春まつり 42 参加者数 1 回

2009/4/11 2009/4/12 春まつり 41 参加者数 1 回

2010/1/9 2010/1/9 ひばの里 8 参加者数 1 回

行事名 行事内容

蜜蝋のキャンドル作り体験

型染めカード作り体験

リース作り体験

とうろう菓子づくり体験

伝統和紙　折り紙づくり体験

カヌー体験教室

ツリーイング体験

ミニ盆栽作り体験

秋の葉っぱで土笛づくり体験

秋の味覚栗ごはんおにぎり作り体験

大谷先生のキャンドル教室

ウインタークラフト

味噌づくり体験

ほとぎづくり体験

乗馬体験

馬車でお散歩（つどいの里発）

親子で楽しもう！木工・竹工作教室

人力の鉄道人車体験

秋のクラフト教室

おはぎづくり体験

馬車でお散歩（きゅうの森発）

遊びの学校　2010年の干支「寅」の置物づく

り

ミニこけ玉作り体験

秋をさがそう型染め体験

秋の味覚押し寿司作り体験

つどいの里を出発し、馬車でお散歩を楽しんでいただいた。

きゅうの森を出発し、馬車でお散歩を楽しんでいただいた。

来年の干支の「寅」をかたどった置物をつくっていただいた。

ツリーイングを体験し楽しんでいただいた。

ミニ盆栽作りを体験していただいた。

秋の葉っぱを型どり、土笛をおつくりいただいた。

乗馬体験をお楽しみいただいた。

自然木や木の実などを使って、冬の季節にぴったりなオリジナルの置物

や壁掛け、リースなどをつくっていただいた。

ゆでた大豆をつぶすところから、みそづくりを体験いただいた。

電話での問い合わせが何件かあり、リピーターが多いように思われる。

昔ながらの米や餅を材料に使ったおかし、ほとぎづくりを体験いただい

た。

庄原市東城町の老人クラブの皆さんによる指導のもと、昔ながらのとう

ろう菓子づくりへ参加していただいた。木の枝へ飾る伝統飾り菓子。

和紙や千代紙など使ってお雛様など折紙をお楽しみいただいた。

Ｈ２１カヌー体験のデータを使用

蜜蝋を使ってオリジナルのキャンドルをつくっていただいた。

天然の塗料を使ってクリスマスカードや年賀状作りへご参加いただい

た。

この時期にぴったりなクラフト体験をお楽しみいただいた。

この時期にぴったりなクラフト体験をお楽しみいただいた。

親子で楽しめる木工・竹工作教室を体験いただいた。

飾っても楽しいスイーツのような香りのアロマキャンドルをつくっていただ

いた。

懐かしい「硬券切符」を使って、全国でも珍しい人力の鉄道「人車」に乗

車していただいた。

びばの里でのクラフト作りをしていただいた。

昔ながらの美味しいおはぎ作りを体験していただいた。

自然の染料を使い型染めしてカードなどをつくっていただいた。

地元産の食材でつくる秋の味覚をお楽しみいただいた。

地元産の食材でつくる秋の味覚をお楽しみいただいた。
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/7/11 2009/7/11 ひばの里 22 参加者数 1 回

2009/12/12 2009/12/12 ひばの里 37 参加者数 1 回

2009/11/14 2009/11/14 ひばの里 15 参加者数 1 回

2009/10/10 2009/10/10 ひばの里 24 参加者数 1 回

2010/2/13 2010/2/13 ひばの里 11 参加者数 1 回

2010/3/13 2010/3/13 ひばの里 8 参加者数 1 回

2009/9/12 2009/9/12 ひばの里 2 参加者数 1 回

2009/8/8 2009/8/8 ひばの里 17 参加者数 1 回

2009/5/9 2009/5/9 ひばの里 12 参加者数 1 回

2009/4/11 2009/4/11 ひばの里 6 参加者数 1 回

※セルフイベントは期間にかかわらず年間１回、展示イベントは展示期間で1回、一日で複数回開催するものは1日1回、その他は１日１回でカウント

自主事業のイベント （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/4/11 2009/9/20 396 参加者数 24 回

2009/11/7 2009/11/7 5 参加者数 1 回

大型主催イベント （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/4/4 2009/5/6 105,752 期間中入園者数 1 回

2009/7/25 2009/8/31 50,056 期間中入園者数 1 回

2009/9/12 2009/10/18 104,874 期間中入園者数 1 回 回数記入

2009/11/21 2009/12/27 125,092 期間中入園者数 1 回

2010/3/20 2010/4/7 21,711 期間中入園者数 1 回スイセンファンタジー

行事名 行事内容

プロジェクトワイルド講習会

春まつり

夏まつり

秋まつり

ウインターイルミネーション

遊びの学校　リース作り体験

遊びの学校　勾玉作り体験

遊びの学校　世界に一つだけｼﾙﾊﾞｰｱｸｾｻ

ﾘｰづくり

遊びの学校　本格藍染め体験

遊びの学校　藍染体験

遊びの学校ｱｳﾄﾄﾞｱピッツァ作り体験

遊びの学校苔玉作り

遊びの教室（消しゴムで判つくり体験）

遊びの学校　オリジナルバスソルト＆ラベン

ダーの匂い袋作り体験

遊びの学校 ミニ門松作り体験

消しゴムを使ってオリジナルの判をつくっていただいた。

オリジナルのシルバーアクセサリーづくりを体験していただいた。

アウトドアでも楽しめるピザ作りを体験していただいた。

バスソルトやラベンダーを使ってオリジナルの匂い袋をつくっていただい

た。

勾玉作りを楽しんでいただいた。

この時期にぴったりなクラフト体験をお楽しみいただいた。

本格的な藍染めを体験していただいた。

藍染めを体験していただいた。

新年に向け、門松作りを楽しんでいただいた。

この時期にぴったりなクラフト体験をお楽しみいただいた。

園内「中の広場」と「ひばの里」、「北入口」エリアを中心に約３５万球の電

球で装飾。ゴスペルやジャズなどのミニコンサートや各種クラフト教室な

どのイベントを開催した。

行事名 行事内容

西日本最大級３０万・１３０品種のスイセンコレクションの開花をイベント

も含めてお楽しみいただいた。

行事名 行事内容

100万本の春の花の開花にあわせてクラフト教室、太鼓の公演、花の広

場コンサートなどのイベントを開催した。

大流しうどんや、地元産の食材を使った食の体験イベント、ビオトープガ

イドなど家族で楽しめるイベントを開催した。

1５0万本のコスモスにあわせてクラフト教室、神楽、花の広場コンサート

などのイベントを開催した。

ウッドバーニング教室
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持ち込みイベント （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/4/7 5 民間 1 回

2009/4/14 5 民間 1 回

2009/4/15 5 民間 1 回

2009/4/17 5 民間 1 回

2009/4/18 150 民間 1 回

2009/4/19 30 民間 1 回

2009/4/25 30 民間 1 回

2009/4/26 110 民間 1 回

2009/4/28 5 民間 1 回

2009/5/4 110 民間 1 回

2009/5/16 5 民間 1 回

2009/6/19 10 民間 1 回

2009/7/12 民間 1 回

2009/7/19 2009/7/28 16,334 民間 1 回

2009/8/30 200 民間 1 回

2009/9/5.6 10 民間 1 回

2009/9/22 300 民間 1 回

2009/9/22 60 民間 1 回

2009/9/24 5 民間 1 回

2009/9/27 5 民間 1 回

2009/9/27 5 民間 1 回

2009/9/29 5 民間 1 回

2009/10/5 5 民間 1 回

2009/10/11 60 民間 1 回

2009/10/15 5 民間 1 回

行事名

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「花の広場」を使用して、人前結婚式を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

ハーレーオーナー会員交流会イベント

「花の広場」を使用して、人前結婚式を行う。

「花の広場」を使用して、人前結婚式を行う。

「花の広場」を使用して、人前結婚式を行う。

花の広場　人前結婚式

結婚式の前撮り写真撮影

花の広場　人前結婚式

「花の広場」を使用して、人前結婚式を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

花の広場　人前結婚式

結婚式の前撮り写真撮影

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

行事内容

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「第5駐車場」を使用して、車両、参加者との記念撮影、記念植樹など行

い、ハーレーオーナーの交流を図るイベントを行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

コンサート開催の為の準備、撤収などを行う。

コンサート開催日　7/25（土）7/26（日）

「第5駐車場」を使用して、車両、参加者との記念撮影、ライダーの交流

を図るツーリングイベントを行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

園外をウォーキングし、「エントランスセンター国兼」をゴールとする

ウォーキング大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「花の広場」を使用して、人前結婚式を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

花の広場　人前結婚式

花の広場　模擬結婚式

結婚式の前撮り写真撮影

ルアーフィッシング大会

結婚式の前撮り写真撮影

ルアーフィッシング大会

ウォーキング大会

野外コンサート「SETSTOCK'09」

ホンダドリーム中国四国ブロックツーリングイ

ベント

花の広場　人前結婚式

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2009/10/18 1,563 民間 1 回

2009/10/24.25 150 民間 1 回

2009/10/30 10 民間 1 回

2009/11/3 10 学校 1 回

2009/11/7 50 行政 1 回

2009/11/13 80 行政 1 回

2009/11/14.15 100 民間 1 回

2009/11/23 5 民間 1 回

2009/11/25 5 民間 1 回

2009/12/1 5 民間 1 回

2009/12/5.6 20 行政 1 回

2010/3/7 500 行政 1 回

2010/3/13.14 150 民間 1 回

2010/3/24 民間 1 回

2010/3/28 学校 1 回

ディスクドッグ競技会

行事名

みのりのフェスティバル（神楽と花火の饗演）

つどいの里「スポーツ広場」にて「N.D.Aディスクドッグチャンピオンシップ

2009－2010」公式戦を行う。

第26回中国マスターズ駅伝

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

野外活動プログラムの一貫として、カヌー体験を行う。

「エントランスセンター国兼」を使用し、講演会及び写真、資料展を行う。

「エントランスセンター国兼」を使用し、懇話会を行う。

中国5県から31チームが参加する駅伝大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

北口「湖畔広場」で広島県の神楽団2団体の共演と打ち上げ花火約1000

発を打ち上げる。

つどいの里「スポーツ広場」にて「N.D.Aディスクドッグチャンピオンシップ

2009－2010」公式戦を行う。

行事内容

経済産業省「平成21年度キャリア教育民間コーディネーター育成・評価

システム開発事業」に係る研修として、たたら体験を行う

庄原市内のスポーツ少年団の子供たちが参加する大会。約3ｋｍコース

を6区間でつなぐ駅伝大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

ひばの里「さとやま屋敷　離れ」で庄原格致高校『邦楽部』の指導者、顧

問、生徒が楽曲を演奏する。

ルアーフィッシング大会

カナディアンカヌー体験

庄原英学校創設１２５年記念行事

備北都市懇話会

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

たたら鉄作り研修会

さとやま駅伝大会

ディスクドッグ競技会

結婚式の前撮り写真撮影

夢プラン　琴の演奏会
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【平成22年度】

「公園全体」で開催されたイベント（ひばの里含む）

ひばの里 全てのイベント ひばの里 全てのイベント

203 215 3,387 9,295

370 433 10,351 16,717

0 1 0 3,283

573 649 13,738 29,295

委託費のみで行ったもの （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/4/1 2010/12/31 755 参加者数 1 回 セルフ

2010/4/1 2011/3/31 ひばの里 2,821 参加者数 177 回

2010/4/3 2010/4/4 ひばの里 6,635 当日園者数 2 回

2010/4/4 2010/4/4

スイセンファンタジー

2010

4,149 期間中園者数 1 回

2010/4/18 2010/4/18 ひばの里 0 1 回

2010/4/24 2010/4/25 ひばの里 春まつり 56 参加者数 2 回

2010/5/8 2010/5/9 ひばの里 春まつり 31 参加者数 2 回

2010/6/19 2010/6/20 初夏の花物語 214 参加者数 2 回

2010/7/4 2010/7/4 初夏の花物語 27 参加者数 1 回

2010/7/24 2010/9/5 夏まつり 49,823 期間中入園者数 1 回 展示

2010/7/24 2010/7/24 ひばの里 夏まつり 6 参加者数 1 回

2010/7/25 2010/8/28 ひばの里 夏まつり 29 参加者数 4 回

2010/7/26 2010/8/6 ひばの里 夏まつり 3,445 期間中入園者数 1 回 セルフ

2010/7/31 2010/8/1 ひばの里 23,057 期間中入園者数 1 回 展示

2010/8/7 2010/10/24 ひばの里 夏まつり 106,500 期間中入園者数 1 回 展示

2010/8/28 2010/9/26 2,081 参加者数 5 回

イベント（回）

湖畔のクラフトコーナー

わら細工体験

餅つき

スイセン観察会

たたら鉄づくり体験

機織体験・わたくり体験

ポピーの切り花体験

ラベンダーのバンドルズづくり

自然観察会“ひばの里”ビオトープ

折り紙作り

和太鼓公演　「永江太鼓」

夏の生き物展（身近な自然はワンダーラン

ド）

自然観察会　ひばの里　雑木林でふしぎ発

見

「SETSTOCK」出演アーティストの手形展

癒しの光！BlueFantasy

梨もぎとり体験

参加者人数（人）

臼での餅付を観覧・体験していただいた。つきたてのお餅のふるまい（各回100名）様に

行なった。

和太鼓の演奏

中国地方に古くから伝わる古代の製法による「たたら鉄づくり」を2日間に渡り実施し日本

刀の原料となる玉鋼を作ります。ふいごによる送風作業）など体験していただいた。

行事名

簡単な機械を使って体験をしていただいた。また、昔から実際に使用されている機織り機

を使った実演をご覧いただいた。

スイセンにまつわる話を聞きながら、スイセンを鑑賞していただいた。

「花の広場」の一部のエリアで「シャーレポピー」「アイスランドポピー」「ラークスパー」の

切り花をお楽しみいただいた。

エントランスセンター付近に咲いているラベンダーを摘み取り、奇数の束をリボンで巻くク

ラフト教室に参加していただいた。作品は無料でお持ち帰りいただいた。

行事内容

エントランスセンター付近に咲いているラベンダーを摘み取り、奇数の束をリボンで巻くク

ラフト教室に参加していただいた。作品は無料でお持ち帰りいただいた。

小物作り（ほうき、とんぼなど）や、わら草履づくりを体験していただいた。

カブトムシやクワガタムシ、かみきりなどの夏の昆虫を展示

ひばの里の森を歩きながら、植物の種類を「五感」を使って見分ける方法をガイドと一緒

に学んでいただいた。

“ひばの里”のビオトープで見られるトンボやカブトムシ、クワガタなどの昆虫に触れて、

観察していただいた。

色とりどりの折り紙を使って、自由にお楽しみいただいた。

公園の夏の恒例「野外コンサート」。㈱夢番地の協力により1999年から2010年の

野外コンサート出演者の手形を展示した。

さとやま展示館内でイルミネーションの展示

一人2個までをお客様自身で実を選び、収穫してお持ち帰りいただいた。

委託費のみで行ったもの

委託費で行うが材料代等実費は

公園利用者から徴収したもの

自主事業

合計
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/9/19 2010/9/20 ひばの里 秋まつり 10,949 期間中入園者数 2 回

2010/9/20 2010/9/20

秋の童謡コンサー

ト

4,149 当日入園者数 1 回

2010/9/23 2010/9/23 ひばの里 秋まつり 0 1 回

2010/9/25 2010/9/26 ひばの里 174 参加者数 2 回

2010/9/26 2010/9/26

アルプホルンコン

サート

5,057 当日入園者数 1 回

2010/9/26 2010/9/26 ひばの里 秋まつり 0 1 回

2010/9/26 2010/9/26 ひばの里 5,057 当日入園者数 1 回

2010/10/2 2010/10/3 ひばの里 61 参加者数 2 回

2010/10/2 2010/10/11 ひばの里 秋まつり 0 3 回

2010/10/3 2010/10/3

アルプホルンコン

サート

2,807 当日入園者数 1 回

2010/10/3 2010/10/3 ひばの里 秋まつり 0 当日入園者数 1 回

2010/10/9 2010/10/9 ひばの里 9 参加者数 1 回

2010/10/10 2010/10/11 ひばの里 秋まつり 25,824 当日入園者数 2 回

2010/10/10 2010/10/10 ひばの里 秋まつり 0 1 回

期間合計12425

人

2010/10/11 2010/10/11

弦楽三重奏コン

サート

13,399 当日入園者数 1 回

2010/10/16 2010/10/17 2,800 参加者数 2 回

2010/10/16 2010/10/17 ひばの里 128 参加者数 2 回

2010/11/20 2010/12/30

ウインター

イルミネーション2010

164,251 期間中入園者数 1 回 展示

2010/11/20 2010/11/20

ウインター

イルミネーション2010

シンセサイザー演

奏

5,470 当日入園者数 1 回

2010/11/20 2010/12/30 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

164,251 期間中入園者数 1 回 展示

2010/11/20 2010/12/30 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

164,251 期間中入園者数 1 回 展示

2010/11/20 2010/12/30 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

164,251 期間中入園者数 1 回 セルフ

2010/11/21 2010/11/23

ウインター

イルミネーション2010

12,730 期間中入園者数 2 回

2010/11/21 2010/12/26 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

0 19 回

2010/11/27 2010/11/27

ウインター

イルミネーション2010

地元バンドDAY 9,686 当日入園者数 1 回

行事名 行事内容

神楽上演

神楽上演

ふるさと稲刈り体験

コスモスコンサート

コスモスコンサート

神楽上演

東城ひょっとこ踊り

なつかし機織り、わたくり体験

ろくさんの紙芝居

コスモスコンサート

神楽上演

きのこ観察会

神楽上演

たたら鉄づくり体験

コスモスコンサート

コスモス切り花体験

昔ながらの稲こぎ体験

ウイッシュホール

イルミネーションコンサート

マイイルミネーションコンテスト作品展

庄原格致高校写真部作品展『イルミネーショ

ン2010』

絵本コーナー

マジックショー

れとろなレコードコンサート

イルミネーションコンサート

東城ひょっとこ踊りの上演

神楽の上演

実際に使用されている本格的な機織り機を使い、布を織っていただいた。

また、わたくり体験は小さなお子様にも簡単にできる体験。

神楽の上演

花の広場でのコンサート

神楽の上演

手作業で昔なつかしの稲刈りを体験いただいた。先着100名様へおにぎりのふるまいを

行った

花の広場でのコンサート

神楽の上演

古代たたら鉄づくりの体験

花の広場でのコンサート

「花の広場」の一部のエリアで“コスモスの切り花”をお楽しみいただいた。

大勢の方に体験いただいた。

一般応募の装飾したツリー20作品をご覧いただく。また、一番気に入ったものに投票して

いただいた。

地元の高校の写真部の皆さんによる「ウインターイルミネーション」を題材にした作品展

をご覧いただいた。

稲刈りで干した稲を昔ながらの稲こぎ機を使った体験に参加していただく。

カードに願い事を書いてツリーに飾っていただいた。チャペルのような装飾をご覧いただ

いた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

紙芝居上演

花の広場でのコンサート

神楽の上演

ひばの里の雑木林できのこの観察会

クリスマスにちなんだ国内外の絵本をゆっくり読んでお楽しみいただいた。

親しみのある愉快なマジックショーをお楽しみいただいた。

昔懐かし真空管アンプとターンテーブルの奏でるレトロな音源をお楽しみいただいた。

イルミネーションの雰囲気をもりあげるミニコンサートをお楽しみいただいた。
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/11/28 2010/11/28

ウインター

イルミネーション2010

ハープ演奏 7,386 当日入園者数 1 回

2010/12/4 2010/12/4

ウインター

イルミネーション2010

ピアノ＆ボーカル

のコンサート

12,654 当日入園者数 1 回

2010/12/4 2010/12/25 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

機織影絵 0 5 回

2010/12/5 2010/12/5

ウインター

イルミネーション2010

金管アンサンブル

コンサート

10,020 当日入園者数 1 回

2010/12/5 2010/12/26 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

切り絵の影絵 0 5 回

2010/12/11 2010/12/11

ウインター

イルミネーション2010

ゴスペルコンサー

ト

11,363 当日入園者数 1 回

2010/12/11 2010/12/26 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

影絵劇 0 6 回

2010/12/12 2010/12/12

ウインター

イルミネーション2010

S.S.O.スカライブ 10,444 当日入園者数 1 回

2010/12/18 2010/12/18

ウインター

イルミネーション2010

ピアノ＆ボーカル

のコンサート

11,719 当日入園者数 1 回

2010/12/19 2010/12/19

ウインター

イルミネーション2010

ジャズライブ 10,763 当日入園者数 1 回

2010/12/23 2010/12/24

ウインター

イルミネーション2010

ゴスペルコンサー

ト

15,100 当日入園者数 2 回

2010/12/24 2011/12/30 7,609 当日入園者数 2 回

2010/12/25 2010/12/25

ウインター

イルミネーション2010

地元バンドDAY 7,214 当日入園者数 1 回

2010/12/26 2010/12/26

ウインター

イルミネーション2010

地元バンドDAY 4,060 当日入園者数 1 回

2011/1/2 2011/1/30 ひばの里 0 1 回 セルフ

2011/1/2 2011/1/2 ひばの里 88 当日入園者数 1 回

2011/1/8 2011/1/8 ひばの里 5 参加者数 1 回

2011/1/8 2011/2/27 ひばの里 4,204 期間中入園者数 1 回 展示

2011/1/9 2011/1/9 ひばの里 99 当日入園者数 1 回

2011/1/10 2011/1/10 ひばの里 104 当日入園者数 1 回

2011/1/29 2011/2/11 ひばの里 48 参加者数 5 回

2011/1/30 2011/2/6 ひばの里 100 当日入園者数 2 回

2011/2/5 2011/3/31 ひばの里 7,058 期間中入園者数 1 回 展示

2011/2/11 2011/3/5 ひばの里 19 参加者数 4 回

2011/2/26 2011/3/27 ひばの里 4,855 期間中入園者数 11 回

行事名 行事内容

イルミネーションコンサート

イルミネーションコンサート

和の明かり影絵の世界

イルミネーションコンサート

和の明かり影絵の世界

イルミネーションコンサート

和の明かり影絵の世界

イルミネーションコンサート

イルミネーションコンサート

イルミネーションコンサート

イルミネーションコンサート

Special Prsents 花火タイム

イルミネーションコンサート

イルミネーションコンサート

正月遊具の貸出

新春餅つき

遊びの学校　冬の特別体験教室「陶芸」

冬咲きぼたん展

五色餅つき

とんど焼き

節分料理のおもてなし

豆餅つき

三次人形ひな飾り展示

和紙折紙教室

ひな菓子のおもてなし(ほとぎ・甘酒)

障子に映りだす童謡「ごんぎつね」の物語の影絵の世界をお楽しみいただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

農家の障子に映りだす昔話の影絵の世界をお楽しみいただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

農家の障子に映りだす宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」の物語の影絵の世界をお楽しみい

ただいた。

５色の餅を各時間について、つきたてのお持ちはお客様へふるまった。

一年の無病息災を祈ってとんど焼きを開催した。ぜんざいや甘酒をふるまい、あたたまっ

ていただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

20：00より約300発、5分程度の打ち上げ花火を、中の広場・北入り口会場両会場よりお

楽しみいただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

イルミネーションの雰囲気を盛り上げるこの季節ならではのミニコンサートをお楽しみい

ただいた。

昔懐かしの正月遊具を貸し出し、お楽しみいただいた。

新春を祝って木の臼と杵を使って御餅をついた。ご来援のお客様先着100名さまへつき

たてのお持ちの振る舞いをした。

地元庄原市在住の陶芸作家指導の下により、一日を通しての陶芸教室に参加していた

だいた。

島根県松江市八束町より、冬に咲くよう開花調整をされた、常時16鉢の「冬咲きぼたん」

を中庭に展示し、華やかな彩りをお楽しみいただいた。期間中合計約30品種を展示。

2月3日の節分にちなんで、煎り豆やこんにゃく料理を無料で振舞った。

節分の日にちなんで、豆入りの餅をつき、無料でふるまった。

郷土に伝わるひな人形を展示しご覧いただいた。

和紙や千代紙など使ってお雛様など折紙をお楽しみいただいた。

地元庄原ののひな祭りにちなんだ“ほとぎ”と“甘酒”をふるまい、雰囲気を味わっていた

だいた。
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/3/6 2011/3/6 ひばの里 0 当日入園者数 1 回

2011/3/6 2011/3/6 ひばの里 100 当日入園者数 1 回

2011/3/13 2011/3/13 31 参加者数 1 回

2011/3/20 2011/4/10

スイセンファンタジー

2011

8,326 当日入園者数 4 回

委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収したもの （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/4/1 2011/3/31 ひばの里 1,557 参加者数 90 回

2010/4/1 2011/3/31 ひばの里 2,011 参加者数 98 回

2010/4/1 2011/3/20 ひばの里 29 参加者数 10 回

2010/4/3 2010/4/4

スイセンファンタジー

2010

125 参加者数 2 回

2010/4/3 2010/4/4 ひばの里 0 2 回

期間合計6635

人

2010/4/3 2010/4/4 ひばの里 春まつり 55 参加者数 2 回

2010/4/8 2009/10/17 ひばの里 1,569 参加者数 19 回

2010/4/10 2010/11/14 ひばの里 794 参加者数 41 回

2010/4/17 2010/4/18 ひばの里 20 参加者数 2 回

2010/4/18 2010/5/9 ひばの里 春まつり 43 参加者数 3 回

2010/4/24 2010/4/29 ひばの里 春まつり 57 参加者数 3 回

2010/4/24 2011/3/20 ひばの里 303 参加者数 19 回

2010/5/1 2011/3/20 ひばの里 124 参加者数 13 回

2010/5/1 2010/5/1 ひばの里 春まつり 34 参加者数 1 回

2010/5/2 2010/5/3 春まつり 160 参加者数 2 回

2010/5/4 2010/5/5 ひばの里 春まつり 163 参加者数 2 回

2010/5/5 2010/5/5 ひばの里 春まつり 38 参加者数 0 回

2010/5/8 2010/11/17 ひばの里 363 参加者数 10 回

2010/6/27 2010/7/4 ひばの里 初夏の花物語 66 参加者数 8 回

行事名 行事内容

行事名

いにしえの遊び・貝合わせ実演・体験

雛餅つき

スイセンガイドボランティア講習会

ｽｲｾﾝおじさんのスイセン観察会

親子で楽しもう！木工教室

手打ちそばづくり体験

小刀づくり体験

モイストﾎﾟﾌﾟﾘ教室

桜押し寿司

春の押し寿司づくり体験

茶席

陶芸教室

春の葉っぱで土笛づくり体験

春の葉っぱで土笛づくり教室

山菜おこわおにぎりづくり体験

森さんの木工教室

のんきさんの木工教室

型染め教室

大谷先生のハーブな時間

春の寄せ植え教室

ちまきづくり体験

こんにゃくづくり体験

ちまきづくり体験

たらら工房での小刀作り体験

行事内容

ひばの里木工房での木工教室

農家でそば打ち体験

平安時代から伝わる遊びの実演をご観覧、ご体験いただいた。

ひばの里にある春のはっぱをかたどって、美しい音色の土笛を作っていただいた。

季節の旬の山菜をつかったおにぎりをつくっていただいた。

ひな祭り「桃の節句」にちなんで、3色（白・赤米・よもぎ）の餅を各回ついて、無料でつき

たての御餅をふるまった。

スイセンガイドボランティアのための講習会

スイセンの品種の見分け方、育て方などのガイドを受けながらスイセンの観察を行って

いただいた。

ウェットタイプ（生乾き）の植物（スイセンなど）を使ってポプリを作っていただいた。

型に寿司飯をつめて、塩漬けの桜や錦糸玉子など飾って作る季節の食の体験に参加し

ていただいた。

桜でんぶや錦糸玉子など、春の色あいが美しい、手軽な押し寿司を体験していただい

た。

そとやま屋敷でのお茶席

花に囲まれて、オリジナルの寄せ植えをつくっていただいた。

子供の日にちなみちまきをつくっていただいた。

農家でこんにゃく作り体験

熊笹の葉っぱで包み、蒸す体験をしていただいた。

ひばの里木工房での木工教室

ひばの里木工房での木工教室

自然素材を原料にした染料で、カードやコースターなどに色鮮やかに描く型染めを体験し

ていただいた。

小さな木箱にハーブの寄せ植えをしていただく体験に参加していただいた。

やきもの工房での陶芸教室

やきもの工房での土笛作り体験
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/7/3 2010/7/4 ひばの里 初夏の花物語 22 参加者数 2 回

2010/7/31 2010/7/31 ひばの里 夏まつり 34 参加者数 2 回

2010/8/7 2010/8/8 ひばの里 夏まつり 38 参加者数 2 回

2010/8/12 2010/8/13 ひばの里 夏まつり 52 参加者数 2 回

2010/8/14 2010/8/15 ひばの里 夏まつり 101 参加者数 2 回

2010/8/21 2010/8/22 ひばの里 夏まつり 88 参加者数 2 回

2010/8/28 2010/8/29 ひばの里 夏まつり 150 参加者数 2 回

2010/9/4 2010/9/5 ひばの里 秋まつり 20 参加者数 2 回

2010/9/18 2010/9/20 ひばの里 秋まつり 369 参加者数 2 回

2010/9/18 2010/10/17 秋まつり 2,199 参加者数 13 回

2010/9/18 2010/10/17 ひばの里 秋まつり 121 参加者数 2 回

2010/9/25 2010/9/26 ひばの里 秋まつり 93 参加者数 2 回

2010/10/2 2010/10/3 ひばの里 秋まつり 46 参加者数 2 回

2010/10/2 2010/10/3 ひばの里 秋まつり 64 参加者数 2 回

2010/10/16 2010/10/17 ひばの里 秋まつり 87 参加者数 2 回

2010/11/27 2010/11/28 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

199 参加者数 2 回

2010/12/4 2010/12/5 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

416 参加者数 2 回

2010/12/11 2010/12/12 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

209 参加者数 2 回

2010/12/17 2010/12/25 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

731 参加者数 2 回

2010/12/18 2010/12/19 ひばの里

ウインター

イルミネーション2010

61 参加者数 2 回

2010/12/23 2010/12/25

ウインター

イルミネーション2010

324 参加者数 3 回

2011/1/16 2011/1/23 ひばの里 11 参加者数 2 回

2011/2/11 2011/2/13 ひばの里 40 参加者数 3 回

2011/2/26 2011/2/27 ひばの里 34 参加者数 2 回

2011/2/27 2011/2/27 ひばの里 15 参加者数 1 回

行事名 行事内容

ミニ七夕づくり体験

秋をさがそう　型染め体験

夏のお菓子づくりシリーズ「わらびもち」

ミニ機織り　コースターづくり体験

型染め教室　うちわづくり

夏の葉っぱで土笛づくり教室

東城土鈴絵付け教室

オカリナ作り教室

秋の味覚「きのこおこわづくり体験」

型染めカードづくり

リース作り体験

苔玉作り体験

苔玉作り体験

秋の味覚「月見団子づくり体験」

おはぎづくり

手押しのミニ鉄道　人車体験

秋の葉っぱで土笛づくり

秋の味覚「栗ごはんづくり」

箱庭づくり

LoveLove練り香水づくり

昔ながらの米や餅を材料に使ったおかし、ほとぎづくりを体験いただいた。

花の苗株を小さな庭へみたてた、鉢へ寄せ植えをして、クリスマスオブジェを添えた箱庭

作りへ参加していただいた。

天然蜜蝋や、アロマエッセンスを加えた練り香水づくりにお楽しみいただいた。

小さなひし形の凧を５つ作って、それを連凧にしていただいた。

ゆでた大豆をつぶすところから、みそづくりを体験いただいた。

電話での問い合わせが何件かあり、リピーターが多いように思われる。

秋の味覚「田舎ちらしづくり体験」

凧（連凧）づくり

みそづくり体験

ほとぎづくり体験

とうろう菓子づくり体験

天然の塗料を使ってクリスマスカードや年賀状作りへご参加いただいた。

庄原市東城町の老人クラブの皆さんによる指導のもと、昔ながらのとうろう菓子づくりへ

参加していただいた。木の枝へ飾る伝統飾り菓子。

この時期にぴったりなクラフト体験をお楽しみいただいた。

七夕にちなみ「ミニ七夕飾りづくり体験」を開催した。オリジナルの七夕飾りをつくっていた

だいた。

夏にぴったりのひんやりお菓子。地元産大豆をその場で煎って、石臼で挽いてお召し上

がりいただいた。

自然の染料を使い型染めしてカードなどをつくっていただいた。

十五夜のお月見にちなみ団子をつくっていただいた。

十五夜のお月見にちなみ団子をつくっていただいた。

かんたんな機織を使って、小物作りを楽しんでいただいた。

やきもの工房でのうちわ作り

やきもの工房での土笛作り体験

やきもの工房での土鈴作り体験

やきもの工房でのオカリナ教室

十五夜のお月見にちなみ団子をつくっていただいた。

農家でのおはぎ作り体験

ミニ鉄道

秋の葉っぱを型どり、土笛をおつくりいただいた。

農家での栗ごはん教室

この時期にぴったりなクラフト体験をお楽しみいただいた。

この時期にぴったりなクラフト体験をお楽しみいただいた。
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/3/19 2011/3/21 ひばの里 124 参加者数 3 回

2010/4/1 2011/3/31 3,558 参加者数 43 回

※セルフイベントは期間にかかわらず年間１回、展示イベントは展示期間で1回、一日で複数回開催するものは1日1回、その他は１日１回でカウント

自主事業のイベント （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/10/10 2010/10/10 3,283 参加者数 1 回

大型主催イベント （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/4/8 2010/5/9 99,722 期間中入園者数 1 回

2010/7/24 2010/8/31 48,093 期間中入園者数 1 回

2010/9/11 2010/10/17 78,511 期間中入園者数 1 回

2010/11/20 2010/12/30 164,251 期間中入園者数 1 回

2011/3/19 2011/4/17 31,347 期間中入園者数 1 回

持ち込みイベント （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/4/14 5 民間 1 回

2010/4/15 5 民間 1 回

2010/4/16 5 民間 1 回

2010/4/19 5 民間 1 回

2010/4/20 5 民間 1 回

2010/4/22 10 民間 1 回

2010/4/24 200 民間 1 回

2010/4/24 4 行政 1 回

スイセンファンタジー2011

カヌー体験

和太鼓と花火の響演

春まつり

夏まつり

秋まつり

ウインターイルミネーション2010

行事名 行事内容

行事名

おはぎづくり体験（きな粉・あんこ）

100万本の春の花の開花にあわせてクラフト教室、太鼓の公演、花の広場コンサートなど

のイベントを開催した。

大流しうどんや、地元産の食材を使った食の体験イベント、ビオトープガイドなど家族で

楽しめるイベントを開催した。

行事名 行事内容

50万球の輝きのイルミネーションと、期間中の体験教室、コンサートなどお楽しみいただ

いた。新登場銀河鉄道を運行した。

西日本一、230品種。36万本のスイセンコレクションの開花をイベントも含めてお楽しみい

ただいた。

大芝生広場で1500発の花火と和太鼓の競演の行った。

1５0万本のコスモスにあわせてクラフト教室、神楽、花の広場コンサートなどのイベントを

開催した。

ひばの里で収穫されたもち米を使用。あらかじめ蒸されたもち米を丸めて、きな粉とあん

こをつけていただいた。

国兼池を利用したカヌー体験教室

行事内容

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

行事名 行事内容

ルアーフィッシング大会

オートバイオーナー会員交流会

（ハーレーオーナー会員交流会イベント）

チャイルドシート使用状況調査

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

「第5駐車場」を使用して、車両、参加者との記念撮影、記念植樹など行い、ハーレー

オーナーの交流を図るイベントを行う。

 第１駐車場での目視・聞き取りによるチャイルドシートの着用調査 を行う。広島県警察

本部＝2名 ・ＪＡＦ＝3名
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/4/26 5 民間 1 回

2010/5/1 60 民間 1 回

2010/5/9 5 民間 1 回

2010/5/12 5 民間 1 回

2010/5/14 5 民間 1 回

2010/5/20 5 民間 1 回

2010/5/21 5 民間 1 回

2010/6/8 5 民間 1 回

2010/6/12 10 民間 1 回

2010/6/12 2010/6/20 1 民間 1 回

2010/6/13 10 民間 1 回

2010/6/15 7 民間 1 回

2010/7/9 50 行政 1 回

2010/7/17 10 民間 1 回

2010/7/22 5 民間 1 回

2010/7/25 2010/8/3 21,494 民間 1 回

2010/8/7 80 民間 1 回

2010/8/8 5 民間 1 回

2010/10/3 70 行政 1 回

2010/10/7 5 民間 1 回

2010/10/8 5 民間 1 回

2010/10/14 5 民間 1 回

201/10/16.17 1 民間 1 回

2010/10/19 6 民間 1 回

ルアーフィッシング大会

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

湖畔広場　人前結婚式

さとやま手作りアートフェスタ

ルアーフィッシング大会

野外コンサート「SETSTOCK'10」

結婚式（人前式）

結婚式の前撮り写真撮影

写真展

結婚式の前撮り写真撮影

講演会

ルアーフィッシング大会

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

ルアーフィッシング大会

結婚式の前撮り写真撮影

献血活動

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

北口「湖畔広場」を使用して、人前結婚式を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

「エントランスセンター国兼2Ｆ」写真家の宮角孝雄氏の写真数十点を展示。本人も来園

し、トークショーを開催。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

庄原田園文化センター館長による講義（約1時間）を開催するものである。

講義内容：国兼池の歴史

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

コンサート開催の為の準備、撤収などを行う。

コンサート開催日　7/31（土）8/1（日）

「エントランスセンター国兼」を使用して、人前結婚式を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

公園利用者に社会啓発活動の一貫として献血のお願いをする。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

里山の素材や里山をテーマに活動している芸術家が大集合して、展示、販売、実演、体

験を行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

行事名 行事内容

- 別紙 209 -



日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/10/23 10 民間 1 回

2010/10/24 1 民間 1 回

2010/10/31 30 民間 1 回

2010.10.31 30 民間 1 回

2010/11/21 60 民間 1 回

2010/11/30 5 民間 1 回

2010/12/9 5 民間 1 回

2010/12/11 5 民間 1 回

2010/12/14 6 民間 1 回

2010/12/19 6 民間 1 回

2010/12/22 6 民間 1 回

2011/3/6 500 行政 1 回

2011/3/12 1 学校 1 回

ルアーフィッシング大会

結婚式の前撮り写真撮影

さとやま駅伝大会

釣り大会

第1回　中四国ディスクゴルフ交流大会

錦鯉品評会

琴の演奏会

結婚式（人前式）

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

愛好家が錦鯉を持ち寄り、公認の審査員が審査するもので、一般にはあまり知られてい

ないめずらしい催しでもある。観賞価値が高い錦鯉を来園者も鑑賞していただける。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

庄原市内のスポーツ少年団の子供たちが参加する大会。約3ｋｍコースを6区間でつなぐ

駅伝大会を行う。

ひばの里「さとやま屋敷　離れ」で庄原格致高校『邦楽部』の指導者、顧問、生徒が楽曲

を演奏する。

行事名 行事内容

公園のディスクゴルフコースを使用する。中四国の競技者が参加予定。申込制のイベン

トではあるが、当日の一般公園利用者も、条件が揃えば、競技に参加できる。

「エントランスセンター国兼」を使用して、人前結婚式を行う。
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【平成23年度】

「公園全体」で開催されたイベント（ひばの里含む）

ひばの里 全てのイベント ひばの里 全てのイベント

166 184 3,475 17,762

506 570 12,792 18,480

0 1 0 4,423

672 755 16,267 40,665

委託費のみで行ったもの （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/6/25 2011/8/21 3,951 参加者数 1 回 半セルフのため

2011/10/6 2011/10/6 ひばの里 秋まつり 20 参加者数 1 回

2011/7/30 2011/8/30 夏まつり 2,526 参加者数 １回 展示

2011/10/15 2011/10/16 秋まつり 1,814 参加者数 2 回

2011/4/16 2011/4/17 春まつり 1,768 参加者数 2 回

2011/4/23 2011/4/24 ひばの里 春まつり 35 参加者数 2 回

2011/10/15 2011/10/15 ひばの里 秋まつり 21 参加者数 1 回

2011/10/8 2011/10/15 秋まつり 20 参加者数 2 回

2011/8/4 2011/8/7 ひばの里 夏まつり 10 参加者数 4 回

2011/10/2 2011/10/2 秋まつり 354 参加者数 1 回

2011/10/15 2011/10/16 ひばの里 秋まつり 80 参加者数 2 回

2011/9/25 2011/9/25 ひばの里 秋まつり 245 参加者数 2 回

2011/6/18 2011/6/19 424 参加者数 2 回

2011/5/7 2011/5/7 ひばの里 春まつり 40 参加者数 2 回

2011/10/16 2011/10/16 ひばの里 秋まつり 157 参加者数 1 回

ノルディックウォーキング

はぶ草茶づくり体験

きのこ観察会

コガネムシ類コレクション展・ショウバラクジラ

展

コスモスの切り花体験

スイセンの切り花体験

たたら鉄づくり　鞴体験

たたら鉄づくり　鞴体験（香川大学・広島大

金魚すくい

わたくり体験

「花の広場」にて、金魚すくいをお楽しみいただいた。

稲刈りで干した稲を昔ながらの稲こぎ機を使った体験に参加していただいた。

手作業で昔なつかしの稲刈りを体験いただいた。先着100名様へおにぎりのふるまいを

行った。

「花の広場」の一部のエリアで「ラークスパー」の切り花をお楽しみいただいた。

委託費のみで行ったもの

委託費で行うが材料代等実費は

公園利用者から徴収したもの

古代たたら鉄づくりの体験

古代たたら鉄づくりの体験

簡単な機械を使って体験をしていただいた。

ひまわりの種とり体験

ふるさと稲こぎ体験

ふるさと稲刈り体験

ラークスパーの切り花体験

イベント（回） 参加者人数（人）

行事名 行事内容

カブトムシやクワガタムシなど昆虫をケージの中で展示。カブトムシハウス公開

ひばの里の雑木林できのこの観察会

希少なコガネムシの標本や本物のクジラの化石などの展示を行った。

「花の広場」の一部のエリアで“コスモスの切り花”をお楽しみいただいた。

大勢の方に体験いただいた。

両手に専用ポールを持って歩くことで上半身を含む全身エクササイズが行えるフィンラン

ド発祥の健康ウォーキングを楽しんでいただいた。

ひばの里の畑で収穫したはぶ草をちぎってもんで茶葉にするちょっと珍しい体験をしてい

ただき、記念に茶葉を１袋お持ち帰りいただいた。

「ひまわり畑」の一部のエリアで“ひまわりの種とり”体験をお楽しみいただいた。

「スイセンガーデン」の一部のエリアで“スイセンの切り花”をお楽しみいただいた。

大勢の方に体験いただいた。

自主事業

合計
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/4/2 2011/12/24 1,908 参加者数 1 回 セルフ

2010/4/2 2011/3/31 ひばの里 2,558 参加者数 146 回

2011/7/30 2011/8/6 ひばの里 夏まつり 95 参加者数 2 回

2011/6/26 2011/8/5 ひばの里 94 参加者数 １回 セルフ

2011/10/8 2011/10/9 ひばの里 秋まつり 116 参加者数 2 回

2011/7/30 2011/8/6 夏まつり 58 参加者数 2 回

2011/8/28 2011/9/25 1,464 参加者数 5 回

2011/10/8 2011/10/8 ひばの里 秋まつり 4 参加者数 1 回

2011/4/10 2010/5/8 花の広場 春まつり 104,667 春まつり入園者数 8 回 上演

2011/4/10 2010/5/8 ひばの里 春まつり 104,667 春まつり入園者数 9 回 上演

2011/4/23 2011/4/23 ひばの里 春まつり 104,667 春まつり入園者数 1 回 上演

2011/5/4 2011/5/5 ひばの里 春まつり 104,667 春まつり入園者数 2 回 展示

2011/4/9 2011/5/15 ひばの里 春まつり 104,667 春まつり入園者数 1 回 展示

2011/4/9 2011/5/15 ひばの里 春まつり 104,667 春まつり入園者数 １回 展示

2011/9/18 2011/10/10 ひばの里 秋まつり 74,239 秋まつり入園者数 7 回 上演

2011/9/23 2011/10/10 花の広場 秋まつり 74,239 秋まつり入園者数 4 回 上演

2011/7/30 2011/8/31 エントランスセンター国兼秋まつり 74,239 秋まつり入園者数 1 回 展示

2011/9/23 2011/9/25

花の広場

ンネル

秋まつり 74,239 秋まつり入園者数 1 回 展示

2011/9/23 2011/10/9 ひばの里 秋まつり 74,239 秋まつり入園者数 4 回 上演

2011/9/17 2011/10/16 ひばの里 秋まつり 74,239 秋まつり入園者数 １回 展示

2011/11/18 2010/11/27 中の広場

ウインター

イルミネーション2011

153,531 イルミ入園者数 10 回 上演

2011/11/18 2011/12/25 ひばの里

ウインター

イルミネーション2011

153,531 イルミ入園者数 19 回 上演

2011/12/3 2011/12/24 ひばの里

ウインター

イルミネーション2011

影絵劇 153,531 イルミ入園者数 8 回 上演

2011/11/18 2011/12/29 ひばの里

ウインター

イルミネーション2011

機織影絵 153,531 イルミ入園者数 1 回 展示

2011/11/18 2011/12/29 ひばの里

ウインター

イルミネーション2011

153,531 イルミ入園者数 1 回 展示

2011/11/18 2011/12/29 ひばの里

ウインター

イルミネーション2011

153,531 イルミ入園者数 １回 展示

湖畔のクラフトコーナー

梨のもぎとり体験

連凧づくり

花の広場ピクニックコンサート

和太鼓公演

自然観察会ひばの里ビオトープガイド

折り紙づくり

綿くり体験

夜の昆虫観察会

わら細工体験 小物作り（ほうき、とんぼなど）や、わら草履づくりを体験していただいた。

居合演舞公演

美術刀剣展

たたら鉄づくりパネル展

地元クラフト作家作品展

神楽上演

コスモスステージ

コガネムシコレクション展・ショウバラクジラ展

「SETSTOCK」出演アーティストの手形展

なつかしの大道芸

アートフェスタ出展者作品展

イルミネーションコンサート

レトロなレコードコンサート

和の明かり影絵の世界

和の明かり影絵の世界

庄原格致高校写真部作品展『平成２２年度

ウインターイルミネーション写真』

アートクラフト作家作品展

行事名 行事内容

地元の高校の写真部の皆さんによる「ウインターイルミネーション」を題材にした作品展

をご覧いただいた。

地元クラフト作家さんの作品をさとやま屋敷に展示した。

イルミネーションの雰囲気をもりあげるミニコンサートをお楽しみいただいた。

昔懐かし真空管アンプとターンテーブルの奏でるレトロな音源をお楽しみいただいた。

昔懐かしい童謡を影絵劇でお楽しみいただいた。

紙芝居、ひょっとこ踊りなどを行った。

地元クラフト作家さんの作品をさとやま屋敷に展示した。

神楽の上演

花の広場で大道芸、ミニコンサートなどを行った。

希少なコガネムシの標本や本物のクジラの化石などの展示を行った。

農家の障子に映りだす機織の影絵をお楽しみいただいた。

中国地方に古くから伝わる古代の製法による「たたら鉄づくり」を実際の道具や写真パネ

ルなどで紹介した。

地元クラフト作家さんの作品をさとやま屋敷に展示した。

吹奏楽、ピアノ、金管楽器などのコンサートを開催した。

和太鼓公演を開催した。

居合演舞公演

公園の夏の恒例「野外コンサート」。㈱夢番地の協力により野外コンサート出演者の手形

を展示した。

一人一つづつお客様自身で実を選び、収穫してお持ち帰りいただいた。

小さなひし形の凧を５つ作って、それを連凧にしていただいた。

ひばの里で見られる昆虫や植物をガイドが案内し、身近な自然の不思議を体験していた

だいた。

色とりどりの折り紙を使って、自由にお楽しみいただいた。

簡単な機械を使って体験をしていただいた。

さとやま屋敷内蔵にて日本刀の展示を行った。

エントランスセンター付近に咲いているラベンダーを摘み取り、奇数の束をリボンで巻くク

ラフト教室に参加していただいた。作品は無料でお持ち帰りいただいた。

昆虫博士の先生と一緒に、夜のカブトムシハウスや雑木林を体験していただいた。
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/11/26 2011/12/23

中入口会場

北入口会場

ウインター

イルミネーション2011

153,531 イルミ入園者数 3 回

2012/1/7 2011/2/26 ひばの里 冬イベント 1 回 展示

2012/2/4 2011/3/31 ひばの里 1 回 展示

委託費で行うが材料代等実費は公園利用者から徴収したもの （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/12/17 2011/12/25 ひばの里

ウインター

イルミネーション2011

676 参加者数 5 回

2011/5/4 2011/5/4 春まつり 127 参加者数 1 回

2011/9/17 2011/9/19 ひばの里 秋まつり 227 参加者数 3 回

2011/4/9 2011/10/10 2,953 参加者数 39 回

2011/5/7 2011/11/23 ひばの里 362 参加者数 10 回

2011/5/5 2011/5/5 ひばの里 春まつり 39 参加者数 1 回

2011/4/3 2011/11/5 ひばの里 84 参加者数 8 回

2011/12/10 2011/12/11

ウインター

イルミネーション2011

325 参加者数 2 回

2011/7/30 2011/7/31 ひばの里 夏まつり 29 参加者数 2 回

2011/8/13 2011/8/14 ひばの里 夏まつり 195 参加者数 2 回

2011/8/13 2011/8/14 ひばの里 夏まつり 51 参加者数 2 回

2011/10/16 2011/10/16 ひばの里 秋まつり 19 参加者数 1 回

2011/7/2 2011/7/3 ひばの里 15 参加者数 2 回

2011/4/2 2011/4/10 276 参加者数 4 回

2011/7/3 2011/7/3 19 参加者数 1 回

2011/12/3 2011/12/4 ひばの里

ウインター

イルミネーション2011

307 参加者数 2 回

2011/5/5 2011/5/5 春まつり 152 参加者数 1 回

2011/4/2 2011/12/27 ひばの里 2,558 参加者数 146 回

2011/8/6 2011/8/7 ひばの里 夏まつり 42 参加者数 2 回

2011/7/30 2011/7/31 ひばの里 夏まつり 72 参加者数 2 回

ラベンダーバンドルづくり

ハンドメイドキャンドル

行事名

おいしいガーデニングハコニワづくり

おはぎづくり

カナディアンカヌー体験教室

こんにゃく体験

冬の花火タイム

冬咲きぼたん展

三次人形ひな飾り展示

ちまきづくり

のんきさんの木工教室

ミニ蚊取りぶたづくり

大流しうどん

ミニ機織り「コースター」づくり

ミニ機織り「季節のタペストリー」づくり

ミニ七夕づくり

モイストポプリづくり

リースづくり

リゾットパフューム＆ハンドミルソープ

わら細工体験

夏のお菓子づくり／そば寒天

夏のお菓子づくり／わらびもち

行事名 行事内容

夏にぴったりのひんやりお菓子。地元産大豆をその場で煎って、石臼で挽いてお召し上

がりいただいた。

小物作り（ほうき、とんぼなど）や、わら草履づくりを体験していただいた。

地元一寸そば粉の入った寒天づくりを体験していただいた。

ウェットタイプ（生乾き）の植物（スイセンなど）を使ってポプリを作っていただいた。

エントランスセンター付近に咲いているラベンダーを摘み取り、奇数の束をリボンで巻くク

ラフト教室に参加していただいた。作品は無料でお持ち帰りいただいた。

この時期にぴったりなクラフト体験をお楽しみいただいた。

機織り体験で、ミニタペストリーづくりを体験していただいた。

七夕にちなみ「ミニ七夕飾りづくり体験」を開催した。オリジナルの七夕飾りをつくっていた

だいた。

エントランスセンター国兼で、キャンドルづくりを楽しんでいただいた。

やきもの工房にて、懐かしい蚊取りぶたづくりを楽しんでいただいた。

流しうどんを実施し楽しんでいただいた。

エントランスセンター国兼で、ハーブでつくるリゾットパフューム＆ハンドミルソープづくり

を楽しんでいただいた。

子供の日にちなみちまきをつくっていただいた。

ひばの里木工房での木工教室

エントランスセンター国兼で、haco・niwaポタジェづくりを楽しんでいただいた。

上の農家でのおはぎ作り体験

本格的なカヌー体験を気軽に楽しんでいたき、インストラクターに乗り方を教わったら、自

由にクルージングを楽しんでいただいた。

かんたんな機織を使って、コースター作りを楽しんでいただいた。

自然木や木の実などを使って、冬の季節にぴったりなオリジナルの置物や壁掛け、リー

スなどをつくっていただいた。

20：00より約300発、5分程度の打ち上げ花火を、中の広場・北入り口会場両会場よりお

楽しみいただいた。

島根県松江市八束町より、冬に咲くよう開花調整をされた、常時16鉢の「冬咲きぼたん」

を中庭に展示し、華やかな彩りをお楽しみいただいた。期間中合計約30品種を展示。

郷土に伝わるひな人形を展示しご覧いただいた。

ウインタークラフト

上の農家でこんにゃく作り体験

行事内容
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/8/20 2011/8/21 ひばの里 夏まつり 69 参加者数 2 回

2011/8/13 2011/8/14 ひばの里 夏まつり 95 参加者数 2 回

2011/7/23 2011/8/28 ひばの里 336 参加者数 17 回

2011/5/8 2011/5/8 ひばの里 春まつり 13 参加者数 1 回

2011/9/24 2011/9/25 ひばの里 秋まつり 98 参加者数 2 回

2011/4/30 2011/5/1 ひばの里 春まつり 88 参加者数 2 回

2011/10/1 2011/11/20 ひばの里 131 参加者数 4 回

2011/8/20 2011/8/21 ひばの里 夏まつり 54 参加者数 2 回

2011/9/3 2011/9/4 ひばの里 44 参加者数 2 回

2011/4/2 2011/4/3 ひばの里 65 参加者数 2 回

2011/7/2 2011/7/3 ひばの里 55 参加者数 2 回

2011/4/23 2011/4/29 ひばの里 春まつり 81 参加者数 3 回

2011/9/17 2011/10/23 1,782 参加者数 14 回

2011/4/1 2012/1/2 ひばの里 1,916 参加者数 77 回

2011/5/7 2011/5/8 ひばの里 春まつり 50 参加者数 2 回

2011/5/8 2012/3/11 ひばの里 35 参加者数 11 回

2011/5/1 2011/9/25 ひばの里 6 参加者数 2 回

2011/4/16 2011/12/18 ひばの里 193 参加者数 15 回

2011/12/10 2011/12/11 ひばの里

ウインター

イルミネーション2011

270 参加者数 2 回

2011/10/15 2011/10/16 ひばの里 秋まつり 60 参加者数 2 回

2011/8/6 ひばの里 91 参加者数 2 回

2011/7/30 2011/10/9 ひばの里 367 参加者数 16 回

2011/4/10 2011/10/16 ひばの里 1,370 参加者数 20 回

2011/10/1 2011/10/2 ひばの里 秋まつり 58 参加者数 2 回

2011/5/28 2011/5/29 ひばの里 2 参加者数 2 回

2011/5/28 2011/5/29 ひばの里 29 参加者数 2 回

夏の新鮮野菜丸かじり体験

夏のお菓子づくり／梅寒天

機織り体験

栗おこわづくり体験

型染め教室

型染め体験

夏のお菓子づくり／柏餅

型染め体験（手ぬぐい）

桜押しずしづくり

月見団子

笹ちまきづくり

山菜おこわづくり

手押しのミニ鉄道人車体験

手打ちそば体験

春の葉っぱで土笛づくり

小刀づくり体験

小刀づくり体験（簡単）

森さんの木工教室

苔玉づくり

茸おこわづくり体験

団扇の絵付け教室

竹工作教室

茶席

田舎ちらしづくり

昔ながらの「田植え」を体験していただいた。参加いただいた方には“おにぎり”をふる

まった。

上の農家にて、田植え弁当づくりを体験していただいた。田植え弁当づくり

里山の秋の味覚「きのこ」を味わうおこわをつくっていただいた。

田植え体験

十五夜のお月見にちなみ田舎の食材で作るちらし寿司を作っていただいた。

懐かしい「硬券切符」を発行し、手押しのミニ鉄道「人車」を体験していただいた。

上の農家で一木産そば粉を使った手打ちそばづくりを体験していただいた。

ひばの里木工房での木工教室

この時期にぴったりなクラフト体験をお楽しみいただいた。

ひばの里にある春のはっぱをかたどって、美しい音色の土笛を作っていただいた。

たらら工房での小刀作り体験

たらら工房での簡単に作れる小刀作り体験を楽しんでいただいた。

夏の花やいきものたちを題材にして、オリジナルの団扇をつくっていただいた。

竹を加工してなつかしい水鉄砲や竹とんぼなどをつくり、つくった後もお楽しみいただい

た。

そとやま屋敷でのお茶席

十五夜のお月見にちなみ団子をつくっていただいた。

型に寿司飯をつめて、塩漬けの桜や錦糸玉子など飾って作る季節の食の体験に参加し

ていただいた。

熊笹の葉っぱで包み、蒸す体験をしていただいた。

季節の旬の山菜をつかったおこわをつくっていただいた。

行事名

自然素材を原料にした染料で、カードやコースターなどに色鮮やかに描く型染めを体験し

ていただいた。

自然の染料を使い型染めしてカードなどをつくっていただいた。

真っ白な手ぬぐいを型染めして、自分だけの手ぬぐい作りへご参加いただいた。

きゅうりやトマトなど、庄原産の新鮮野菜を味わっていただいた。

実際に使用されている本格的な機織り機を使い、布を織っていただいた。

旬の食材である栗をつかったおこわをつくっていただいた。

園内で獲れた梅の実で作られた梅ジュースと寒天で固めた梅寒天づくりを体験していた

だいた。

昔からお盆に食べる郷土のお菓子。お子様にも楽しくつくっていただいた。

行事内容
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/4/16 2011/10/15 ひばの里 147 参加者数 5 回

2011/8/27 2011/8/28 ひばの里 夏まつり 55 参加者数 2 回

2011/4/9 2011/11/12 ひばの里 480 参加者数 29 回

2011/5/1 2011/5/4 ひばの里 春まつり 175 参加者数 3 回

2011/11/23 2011/12/26 ひばの里 401 参加者数 3 回

2011/4/2 2011/12/25 ひばの里 1,159 参加者数 73 回

2011/12/10 2011/12/10 ひばの里

ウインター

イルミネーション2011

11 参加者数 1 回

2011/11/12 2011/11/12 ひばの里 15 参加者数 1 回

2011/8/20 2011/8/20 ひばの里 夏まつり 29 参加者数 1 回

2011/5/14 2011/5/14 春まつり 20 参加者数 1 回

2011/7/9 2011/7/9 ひばの里 10 参加者数 1 回

2011/4/9 2011/4/9 春まつり 34 参加者数 1 回

2011/6/11 2011/6/11 ひばの里 10 参加者数 1 回

2011/9/10 2011/9/10 ひばの里 3 参加者数 1 回

2011/10/8 2011/10/8 ひばの里 秋まつり 45 参加者数 1 回

※セルフイベントは期間にかかわらず年間１回、展示イベントは展示期間で1回、一日で複数回開催するものは1日1回、その他は１日１回でカウント

自主事業のイベント （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2010/10/10 2010/10/10 4,423 参加者数 1 回大芝生広場で1500発の花火とビッグバンドの競演の行った。

やきもの工房にて、草木染めをしていただいた。

やきもの工房にて、木の実のクラフトづくりをしていただいた。

やきもの工房にて、クリスマスクラフトづくりをしていただいた。

やきもの工房にて、ピザづくりをしていただいた。

中の広場にて、ミニ菜園づくりをしていただいた。

大豆の美味しさあふれる豆腐づくりを体験していただいた。

やきもの工房での陶芸教室

子供の日にちなみ柏餅をつくっていただいた。

参集殿にて、ラベンダースティックづくりをしていただいた。

豆腐づくり

陶芸教室

遊びの学校　ラベンダースティックづくり

東城土鈴絵付け教室 やきもの工房で素焼きの土鈴に自由に絵付けをしていただいた。

行事名

柏餅づくり

蜜蝋のキャンドルづくり

木工教室

遊びの学校　ミニ菜園づくり

蜜蝋を使ってオリジナルのキャンドルをつくっていただいた。

ひばの里木工房での木工教室

参集殿にて、キャンドルづくりをしていただいた。

行事内容

遊びの学校　キャンドルづくり

行事名 行事内容

中の広場にて、オリジナルの寄せ植えをつくっていただいた。

参集殿にて、切り絵を体験し、楽しんでいただいた。

遊びの学校　寄せ植え体験

遊びの学校　切り絵体験

遊びの学校　クリスマスクラフト

遊びの学校　ピザづくり

遊びの学校　草木染め

遊びの学校　木の実のクラフト

花火とビッグバンドの響演
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大型主催イベント （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/4/9 2011/5/15 104,667 期間中入園者数 1 回

2011/7/30 2011/8/31 26,849 期間中入園者数 1 回

2011/9/17 2011/10/16 74,239 期間中入園者数 1 回

2011/11/18 2011/12/29 153,531 期間中入園者数 1 回

2012/3/17 2012/4/6 期間中入園者数 1 回

持ち込みイベント （人） （回）

日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/4/2 5 民間 1 回

2011/4/9 5 民間 1 回

2011/4/12 5 民間 1 回

2011/4/15 5 民間 1 回

2011/4/19 5 民間 1 回

2011/4/20 5 民間 1 回

2011/4/22 6 民間 1 回

2011/4/23 5 民間 1 回

2011/4/24 18 民間 1 回

2011/4/25 5 民間 1 回

2011/4/29 民間 1 回

2011/5/21 5 民間 1 回

2011/5/21 7 民間 1 回

2011/5/28 行政 1 回

2011/6/4 15 民間 1 回

2011/6/4 5 民間 1 回

60万球の輝きのイルミネーションと、期間中の体験教室、コンサートなどお楽しみいただ

いた。銀河鉄道も運行した。

大流しうどんや、地元産の食材を使った食の体験イベント、自然観察会など家族で楽し

めるイベントを開催した。

１００品種1５0万本のコスモスにあわせてクラフト教室、神楽、花の広場コンサートなどの

イベントを開催した。

西日本一、230品種。36万本のスイセンコレクションの開花をイベントも含めてお楽しみい

ただいた。

140万本の春の花の開花にあわせてクラフト教室、太鼓の公演、花の広場コンサートなど

のイベントを開催した。

行事名 行事内容

春まつり

夏まつり

秋まつり

ウインターイルミネーション2011

スイセンファンタジー2012

行事内容

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

人前結婚式

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

行事名

結婚式の前撮り写真撮影

結婚式の前撮り写真撮影

ルアーフィッシング大会

結婚式の前撮り写真撮影

ルアーフィッシング大会

結婚式の前撮り写真撮影

チャイルドシート使用状況調査

ルアーフィッシング大会

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「さとやま屋敷」「花の広場」を使用して、人前結婚式を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「中の広場」で庄原市内の音楽サークルの方が、琴、三味線、ピアノなどを使用して演奏

会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

 第１駐車場での目視・聞き取りによるチャイルドシートの着用調査 を行う。広島県警察

本部＝2名 ・ＪＡＦ＝3名

コンサート

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。
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日付（開始） 日付（終了） 開催施設 参加者数 参加者数区分 回数 備考

2011/6/5.25 10 民間 1 回

2011/6/11.12 100 民間 1 回

2011/6/12 4 民間 1 回

2011/7/3 60 民間 1 回

2011/7/14.15 15 民間 1 回

2011/7/17 100 民間 1 回

2011/7/20 20 民間 1 回

2011/7/19 2011/7/27 11,896 民間 1 回

2011/7/30 6 民間 1 回

2011/8/5 4 民間 1 回

2011/9/1.8 7 民間 1 回

2011.9.3.4 100 民間 1 回

2011/10/29 200 民間 1 回

結婚式の前撮り写真撮影

ルアーフィッシング大会

ディスクドッグ競技会

結婚式の前撮り写真撮影

ルアーフィッシング大会

カスタムカーオーナー交流会

車の撮影会

オートバイオーナー会員交流会（ハーレー

オーナー会員交流会イベント）

野外コンサート「SETSTOCK'11」

釣り大会

ルアーフィッシング大会

ディスクドッグ競技会

釣り大会 「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

コンサート開催の為の準備、撤収などを行う。　　　　　　　　　　　　コンサート開催日

7/23（土）7/24（日）

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

規定時間に、飼い主がディスクを投げ飼い犬がそのディスクをキャッチして戻る回数を競

う競技である。

婚礼アルバム作成の為の写真撮影を行う。

「第2駐車場」を使用し、車の愛好家が撮影会及び親睦行事を行う。

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

規定時間に、飼い主がディスクを投げ飼い犬がそのディスクをキャッチして戻るまでの回

数を競う競技である。

オートバイのオーナーが集い、記念撮影や救急講習などのイベントプログラムを通して

参加者同士の交流を図る。

行事名 行事内容

「国兼池」を利用し、スポーツフィッシング大会を行う。

「第2駐車場」を使用し、東日本大震災チャリティー募金(イベント参加者のみ）を目的とす

るカスタムカーオーナーの親睦行事である。
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マスコミ報道件数（総数）

【平成21年度】 ※カーナビ

新聞新聞新聞新聞 TVTVTVTV ラジオラジオラジオラジオ

雑誌・雑誌・雑誌・雑誌・

情報誌情報誌情報誌情報誌

その他その他その他その他

【紙媒体】【紙媒体】【紙媒体】【紙媒体】

その他その他その他その他 WEBWEBWEBWEB 合計合計合計合計

4月 14 10 2 15 6 6 53

5月 14 2 1 5 5 6 33

6月 10 2 6 7 1 13 39

7月 7 5 3 5 8 5 33

8月 7 3 4 3 9 6 32

9月 7 6 1 3 7 9 33

10月 10 10 4 4 11 39

11月 13 2 1 2 7 11 36

12月 10 6 11 6 9 42

1月 4 13 2 2 1 11 33

2月 1 2 3 3 7 16

3月 5 3 2 6 4 9 29

合計 102 64 16 65 67 1 103 418

【平成22年度】

新聞新聞新聞新聞 TVTVTVTV ラジオラジオラジオラジオ

雑誌・雑誌・雑誌・雑誌・

情報誌情報誌情報誌情報誌

その他その他その他その他

【紙媒体】【紙媒体】【紙媒体】【紙媒体】

その他その他その他その他 WEBWEBWEBWEB 合計合計合計合計

4月 9 12 4 10 6 14 55

5月 17 5 4 6 4 36

6月 14 4 1 3 2 13 37

7月 9 3 1 2 1 7 23

8月 5 5 4 3 8 25

9月 6 2 12 2 7 29

10月 3 2 2 3 10

11月 3 1 1 3 4 2 14

12月 5 1 1 6 13

1月 10 2 2 1 13 28

2月 1 1 1 1 4

3月 3 1 1 2 3 6 16

合計 85 34 10 45 32 0 84 290

【平成23年度】

新聞新聞新聞新聞 TVTVTVTV ラジオラジオラジオラジオ

雑誌・雑誌・雑誌・雑誌・

情報誌情報誌情報誌情報誌

その他その他その他その他

【紙媒体】【紙媒体】【紙媒体】【紙媒体】

その他その他その他その他 WEBWEBWEBWEB 合計合計合計合計

4月 11 8 3 9 9 18 58

5月 19 9 5 3 6 42

6月 4 2 4 3 13

7月 8 3 1 2 3 17

8月 3 2 2 3 1 1 12

9月 4 1 2 6 7 5 25

10月 12 11 2 2 2 8 37

11月 11 10 3 14 10 13 61

12月 16 11 2 11 8 16 64

1月 8 3 1 3 3 8 26

2月 2 1 3

3月 7 7

合計 96 60 15 67 49 0 78 365

マスコミ報道件数
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マスコミ報道件数（包括的な質の対象件数）

【平成21年度】

新聞新聞新聞新聞 TVTVTVTV ラジオラジオラジオラジオ

雑誌・雑誌・雑誌・雑誌・

情報誌情報誌情報誌情報誌

合計合計合計合計

4月 14 10 2 15 41

5月 14 2 1 5 22

6月 10 2 6 18

7月 7 5 3 5 20

8月 7 3 4 3 17

9月 7 6 1 3 17

10月 10 10 4 24

11月 13 2 1 2 18

12月 10 6 11 27

1月 4 13 2 2 21

2月 1 2 3 6

3月 5 3 2 6 16

合計 102 64 16 65 247

【平成22年度】

新聞新聞新聞新聞 TVTVTVTV ラジオラジオラジオラジオ

雑誌・雑誌・雑誌・雑誌・

情報誌情報誌情報誌情報誌

合計合計合計合計

4月 9 12 4 10 35

5月 17 5 4 26

6月 14 4 1 3 22

7月 9 3 1 2 15

8月 5 5 4 14

9月 6 2 12 20

10月 3 2 5

11月 3 1 1 3 8

12月 5 1 6

1月 10 2 2 14

2月 1 1 2

3月 3 1 1 2 7

合計 85 34 10 45 174

【平成23年度】

新聞新聞新聞新聞 TVTVTVTV ラジオラジオラジオラジオ

雑誌・雑誌・雑誌・雑誌・

情報誌情報誌情報誌情報誌

合計合計合計合計

4月 11 8 3 9 31

5月 19 9 5 33

6月 4 2 4 10

7月 8 3 1 12

8月 3 2 2 3 10

9月 4 1 2 6 13

10月 12 11 2 2 27

11月 11 10 3 14 38

12月 16 11 2 11 40

1月 8 3 1 3 15

2月 2 2

3月 7 7

合計 96 60 15 67 238

注１） 有料公告・掲載、紙面買取り等で委託費を充当したものは対象外。

注２） 委託費によらない、自主事業等による広報は対象。

注３） 委託費によらない、自主事業等による広報は対象。

注４） テレビ（NHK・民放）、ラジオ(AM・FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。

注５）

注６） 持ち込みイベント（野外コンサート等）の事前告知等の広報は対象外。

財団法人日本新聞協会加盟の新聞、販売や配付エリアが庄原市域を越える範囲の雑誌・情報誌への紙面掲載件

数で、新聞については、１紙／回につき１カウントとし、雑誌・情報誌については１冊／回につきカウントとする。
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平成20年度　イベント広報　　放送・報道実績

■ＷＥＢ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

1 山陽新聞 無料 コスモスの開花情報について花の広場の写真と共に掲載 秋まつり カラー

2 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年1月15日 無料 「春まつり」ツアーの募集広報に写真が掲載された 春まつり

3 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年1月15日 無料 「スイセン」ツアーの募集広報に写真が掲載された スイセン

4 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年2月1日 無料 「春まつり」ツアーの募集広報に写真が掲載された 春まつり

5 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年2月1日 無料 「スイセン」ツアーの募集広報に写真が掲載された スイセン

6 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年3月1日 無料 「春まつり」ツアーの募集広報に写真が掲載された 春まつり

7 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年3月1日 無料 「スイセン」ツアーの募集広報に写真が掲載された スイセン

■その他

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

8 マツダスタジアム内スクリーン 株式会社東洋カープ 平成22年3月21日 無料

ｶｰﾌﾟのｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ戦にてｽﾀｼﾞｱﾑ内の大型ｽｸﾘｰﾝへ「ｽｲｾﾝ

ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催ＰＲの映像を流される

スイセン カラー

■その他（紙媒体）

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

9 リビングガイド（８月） 山陽新聞 無料

体験教室、遊具施設等が「身近なあそび場を楽しもう」企

画コーナーで「きゅうの丘、ヒマワリ畑、カヌー体験

夏まつり カラー

10

家族で遊ぶ！おでかけBOOK 体験版

７月

ザメディアジョン 無料

行楽スポットとして、「そば打ち体験」「わら細工体験」「きゅ

うの丘」が写真と共に掲載（７月中旬発売予定）

公園一般 単色

11 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年1月15日 無料 「春まつり」ツアーの募集広告に写真が掲載された 春まつり カラー

12 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年1月15日 無料 「スイセン」ツアーの募集広告に写真が掲載された スイセン カラー

13 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年2月1日 無料 「春まつり」ツアーの募集広告に写真が掲載された 春まつり カラー

14 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年2月1日 無料 「スイセン」ツアーの募集広告に写真が掲載された スイセン カラー

15 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（3月） 平成21年3月1日 無料 「スイセンファンタジー」が紹介された スイセン 単色

16 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年3月1日 無料 「春まつり」ツアーの募集広告に写真が掲載された 春まつり カラー

17 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年3月1日 無料 「スイセン」ツアーの募集広告に写真が掲載された スイセン カラー

18 広島県観光ガイドマップ広島県のツボ

広島県商工労働力観

光課

平成21年3月1日 無料 コスモスの写真と共にイベント等が掲載。 イベント カラー

19

夢番地コンサートインフォメーション

2009Mar.

平成21年3月17日 無料

SETSTOCK'09開催の告知が掲載された

早期割引チケット発売

コンサート 単色

20 ぶらっとひろしま2009春 平成21年3月30日 無料 「春まつり」の広告が掲載された 春まつり カラー

21 ぶらっとひろしま2009春 平成21年3月30日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり カラー

■テレビ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

22 ひろしま満点ママ！！ 平成21年3月17日 無料

「スイセンファンタジー」スイセンうどん・クッキーが紹介され

た

スイセン

23 おはよう日本 ＮＨＫ 平成21年3月29日 無料 「スイセンファンタジー」が映像と共に紹介された スイセン

24 Ｊステーション ＨＯＭＥ 平成21年3月30日 無料 「スイセンガーデン」が映像と共に紹介された スイセン

25 Ｊステーション ＨＯＭＥ 平成21年3月30日 無料 「花の広場」が映像と共に紹介された 春まつり

■ラジオ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

26 RCCラジオ ＲＣＣラジオ 平成21年3月20日 無料

庄原観光協会の方が市内のサクラ情報を案内する中で公

園のサクラも紹介された

春まつり

27 おはようときめきタイム ＦＭふくやま 平成21年3月25日 無料 「スイセンガーデン」について電話で紹介 スイセン

■雑誌・情報誌

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

28 園芸ガイド（2月合併号） 平成21年1月8日 無料 「スイセンガーデン」が紹介された スイセン

29 月刊イーノ福山版（3月号） 平成21年2月10日 無料 「スイセンガーデン」が紹介された スイセン 単色

30 Ｍｊバイクマガジン（4月号） 平成21年2月20日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン カラー

31 Ｍｊバイクマガジン（5月号） 平成21年2月20日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン カラー

32 TJ Hiroshima（3月号） 平成21年2月25日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン カラー

33 ｉ ひろしま春号 平成21年3月1日 無料 「スイセンファンタジー」が紹介された スイセン 単色

34 ｉ ひろしま春号 平成21年3月1日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり カラー
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

35 ｉ ひろしま春号 平成21年3月1日 無料 「マラソン大会」が紹介された スポーツ大会 単色

36 子どもとでかけるあそび場ガイド 平成21年3月1日 無料 親子で遊べる公園として紹介された 公園一般

37 とっとり県老連だより24号

(社)鳥取県老人クラブ

連合会

平成21年3月2日 無料 グラウンド・ゴルフと春まつりの広告を掲載された 春まつり 単色

38 中国・四国じゃらん（4月号） 平成21年3月2日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン カラー

39

まっぷるマガジン「家族でおでかけ中

国2010」

(株)エディターズ 平成21年3月3日 無料 公園の基本情報が紹介された 公園一般 カラー

40 園芸ガイド（4月号春） 平成21年3月8日 無料 「スイセンガーデン」が写真と共に紹介された スイセン 単色

41 園芸ガイド（4月号春） 平成21年3月8日 無料 「春まつり」が紹介された 春まつり 単色

42 Ｍｊバイクマガジン（5月号） 平成21年3月20日 無料

公園での持ち込みイベントのバイクミーティングが写真と共

に紹介された

公園一般 カラー

43 TJ Hiroshima（4月号） 平成21年3月25日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン カラー

44 TJ Hiroshima（4月号） 平成21年3月25日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり カラー

45 ランナーズ（5月号） 平成21年3月25日 無料 第8回マラソン大会の募集要項が紹介された スポーツ大会

46 備後Wink　（4月号） 平成21年3月25日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり カラー

47 備後Wink　（4月号） 平成21年3月25日 無料 「スイセンファンタジー」が紹介された スイセン カラー

■新聞

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

48 中国新聞 平成21年3月27日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン カラー 地域

49 朝日新聞 平成21年3月30日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン 単色 広島
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平成21年度　イベント広報　　放送・報道実績

■ＷＥＢ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

1 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年4月1日 無料 「初夏の花物語」ツアーの募集広報に写真が掲載された 初夏の花物語

2

まっぷる観光ガイド季節特集

　バーベキュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成21年4月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

3 広島県タクシー協会HP 平成21年4月1日 無料 庄原市エリアの写真に掲載された 公園一般

4 City Do! 株式会社サイネックス 平成21年4月2日 無料 「レジャーパーク」特集コーナーに掲載された 公園一般

5 JR西日本・東日本

協同組合インフォメー

ションテクノロジー

平成21年4月4日 無料 スイセン、桜、チューリップ、ポピーの花情報が掲載 春まつり カラー

6 Yahoo!JAPAN 平成21年4月4日 無料 スイセン、桜、チューリップ、ポピーの花情報について紹介 春まつり

7 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年5月1日 無料 「初夏の花物語」ツアーの募集広報に写真が掲載された 初夏の花物語

8

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成21年5月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

9 YOMIURI ONLINE 読売新聞 平成21年5月13日 無料 ルピナスの写真と花の広場、入園料について掲載された 初夏の花物語 カラー

10 ダイハツ広島販売（株） 平成21年5月13日 無料 ルピナス、ビオラ、パンジーが写真と共に紹介された 初夏の花物語 カラー

11 JRおでかけネット

協同組合インフォメー

ションテクノロジー

平成21年5月16日 無料

花の広場、大型遊具、ＧＧ等施設、開園時間が写真と共に

紹介される

公園一般

12 Yahoo!JAPAN

協同組合インフォメー

ションテクノロジー

平成21年5月16日 無料

入園料、アクセス方法等が地図・大芝生広場の写真と共に

紹介される

初夏の花物語 カラー

13 MAPPLE観光ガイド 昭文社 平成21年6月1日 無料

バーベキュー特集欄で公園内のＢＢＱコーナーが紹介され

た

特集記事 カラー

14

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成21年6月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

15 YOMIURI ONLINE 読売新聞 平成21年6月5日 無料

重要無形民俗文化財「大山供養田植」が写真と共に掲載

される

イベント カラー

16 しょうばら観光情報

庄原市観光キャンペー

ン実行委員会事務局

平成21年6月13日 無料 ササユリ特別公開など写真と共に紹介された 初夏の花物語

17 中国新聞On Line 平成21年6月17日 無料 ササユリの開花情報が写真と共に掲載される 初夏の花物語 カラー

18 RCCラジオ（備後） 平成21年6月18日 無料 ササユリの開花について紹介される7:55～22:55 初夏の花物語

19 毎日ＪＰ 毎日新聞 平成21年6月20日 無料

自然をいかした観光開発で地域開発の活性化を図るため

に庄原市「観光公社」設立。記事内容に近郊の施設として

公園が紹介された

その他 単色

20 庄原市役所ｵﾌｨｼｬﾙｳｪﾌﾞｻｲﾄ 庄原市観光商工会 平成21年6月23日 無料

しょうばら歳時記のtop画像にアジサイの写真と共に開花

情報が掲載された

初夏の花物語 カラー

21 本名正憲のきょうもゴゴイチ ＲＣＣ 平成21年6月23日 無料 ササユリの放送内容について、掲載された 初夏の花物語 カラー

22 毎日ｊｐ 毎日新聞 平成21年6月23日 無料 ササユリ初開花の特別公開が記載された。 初夏の花物語 単色

23 るるぶ.com

ＪＴＢビジネスパブリッ

シング

平成21年6月24日 無料

小学生の子供連れ家族対象にした「家族で遊ぼう！体験

スポット2009（仮称）」として紹介予定。

夏まつり カラー

24 読売On Line 読売新聞 平成21年6月24日 無料 ササユリ特別公開、開花情報が写真と共に掲載 初夏の花物語 カラー

25 じゃらんnet 平成21年6月29日 無料 公園情報 公園一般

26

まっぷる観光ガイド季節特集

　バーベキュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成21年7月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

27 SETSTOCK'09 OFFICIAL HP 夢番地 平成21年7月7日 無料 SETSTOCK'09の最新演者が紹介された コンサート カラー

28 SETSTOCK'09 株式会社　夢番地 平成21年7月7日 無料 SETSTOCK'09出演者情報第5弾が発表された コンサート カラー

29 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年7月15日 無料 「秋まつり」ツアーの募集広報に写真が掲載された 秋まつり

30 中国新聞オンライン 中国新聞 平成21年7月26日 無料 SETSTOCK'09の写真と来客数が掲載された コンサート

31 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年8月1日 無料 「秋まつり」ツアーの募集広報に写真が掲載された 秋まつり

32

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成21年8月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

33 The Chugoku Shinbun ONLINE 中国新聞 平成21年8月22日 無料

みのりの里「なし園」カラス対策やイベントについて写真と

共に掲載された。

夏まつり カラー

34 YOMIURI ON LINE 読売新聞 平成21年8月22日 無料

みのりの里なし園のイベント「梨のもぎ取り体験」とカラス

対策についてなし園の写真と共に掲載された

夏まつり カラー

35 THE SANYO SHINBUN WEB NEWS 山陽新聞 平成21年8月25日 無料

コスモスの開花情報と秋まつりイベントについて花の広場

の写真と共に掲載された。

秋まつり カラー

36 山陽新聞WEB NEWS 山陽新聞 平成21年8月25日 無料

コスモスの開花と秋まつりのイベント情報が花の広場の写

真と共に掲載された。

秋まつり カラー

37 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年9月1日 無料 「秋まつり」ツアーの募集広報に写真が掲載された 秋まつり

38

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成21年9月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

39 RCCラジオカー 平成21年9月9日 無料 秋まつりの開催について放送された 秋まつり

40 毎日ｊｐ 毎日新聞 平成21年9月12日 無料 秋まつり開催とイベント情報について掲載された 秋まつり 単色

41 THE CHUGOKU SHINBUN ONLINE 中国新聞 平成21年9月14日 無料

なし園の情報と収穫体験する親子の写真と共に掲載され

た。

その他 カラー

42 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年9月15日 無料

「ウインターイルミネーション」ツアーの募集広告に写真が

掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

43 THE CHUGOKU SHINBUN ONLINE 中国新聞 平成21年9月17日 無料 コスモスの開花情報が花の広場の写真と共に掲載された 秋まつり カラー

44 YOMIURI ONLINE 読売新聞 平成21年9月20日 無料

秋まつり、コスモスの開花情報が花の広場の写真と共に

掲載された

秋まつり カラー

45 Green Tourism

財団法人都市農山村

交流活性化機構

平成21年9月29日 無料

秋まつり開催期間、主なイベント、ひょうたんトンネル、コス

モスについて、公園地図とリンクと併せて掲載された

秋まつり カラー

46 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年10月1日 無料

「ウインターイルミネーション」ツアーの募集広告に写真が

掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

47

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成21年10月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

48 広島市植物公園/秋のｸﾞﾘｰﾝﾌｪｱ2009 平成21年10月3日 無料

植物公園内にて備北丘陵公園のＰＲコーナーが設置され

た

公園一般 単色

49 Asahi.com広島 朝日新聞 平成21年10月10日 無料

公園内のアサギマダラ生態調査、飛来についてアサギマ

ダラの写真と小学生の生態調査する様子が掲載された

その他 カラー

50 YOMIURI ONLINE 読売新聞 平成21年10月10日 無料

アサギマダラ生態調査の様子がアサギマダラの写真と共

に掲載された

その他 カラー

51 The Chugoku Shinbun ONLINE 中国新聞 平成21年10月15日 無料

アサギマダラ生態調査の様子がアサギマダラの写真と共

に掲載された

その他 カラー

52 ＪＲおでかけネット ＪＲ西日本 平成21年10月24日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ開催日時がｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの写真と共に掲

載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

53 ＪＲおでかけネット ＪＲ西日本 平成21年10月24日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催日時、ｲﾍﾞﾝﾄ情報が「ｽﾀｰﾗｲﾄﾂ

ﾘｰ、光の森」の写真と共に紹介された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

54 Asahi.com 朝日新聞 平成21年10月28日 無料

そごう広島店に公園のもみの木を使用したｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ前

にて広島市内の園児による合唱や点灯が行われた様子

が

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

55 じゃらんnet リクルート 平成21年10月30日 無料

開催情報、アクセス方法がスターライトツリーの写真と共に

掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

56 じゃらんnet　モバイル版 リクルート 平成21年10月30日 無料

開催情報、アクセス方法がスターライトツリーの写真と共に

掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

57 gooニュース

goo　ニュースサイト（中

国新聞）

平成21年11月1日 無料

みのりの里ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ国兼2階にて開催の庄原市田園

文化ｾﾝﾀｰ主催の「庄原英学校設立記念行事」が掲載され

た

その他 カラー

58 The Chugoku Shinbun ONLINE 中国新聞 平成21年11月1日 無料

みのりの里ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ国兼2階にて開催の庄原市田園

文化ｾﾝﾀｰ主催の「庄原英学校設立記念行事」が掲載され

た

その他 カラー

59 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年11月1日 無料

「ウインターイルミネーション」ツアーの募集広告に写真が

掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

60 ぶらり中国

西日本高速道路株式

会社

平成21年11月1日 無料 庄原英学校設立記念行事開催について紹介された スポーツ大会 単色

61

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成21年11月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

62 庄原英学校設立125年記念ＰＤＦ

庄原市田園文化セン

ター

平成21年11月1日 無料

「庄原英学校設立125年記念」開催について紹介された。

エントランスセンター国兼2階にて展示、講演の

その他 単色

63

2009年度島根県ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技連

盟事業計画

平成21年11月2日 無料 11/15実施のﾏｽﾀｰｽﾞ陸上大会開催について掲載された スポーツ大会 単色

64 広島ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技連盟 平成21年11月2日 無料

11/15開催第6回中国ﾏｽﾀｰｽﾞ駅伝大会について紹介され

た

スポーツ大会 カラー

65 YOMIURI ON-LINE 読売新聞 平成21年11月13日 無料

そごう広島店に「備北からの贈り物」としてｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰへ園

児による飾り付けの様子がﾂﾘｰの写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

66 ラジオカー取材日記 （株）ＲＣＣ文化センター 平成21年11月21日 無料

「RCCｱﾅｳﾝｽ教室卒業生ﾚﾎﾟｰﾀｰ/山田亜里砂」取材日記

が「ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ国兼2階：ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ」の画像と共に掲載

された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

67 MAPPLE観光ガイド 昭文社 平成21年11月28日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催に伴う口コミ情報や投稿写真

が掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

68 バスツアー

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年12月1日 無料

「ウインターイルミネーション」ツアーの募集広告に写真が

掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

69

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成21年12月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

70

gooｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ特集・全国ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｽ

ﾎﾟｯﾄｶﾞｲﾄﾞ’09-’10

ＮＴＴレゾナント 平成21年12月4日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催について、全国のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｱ

ｸｾｽﾗﾝｷﾝｸﾞ5位と掲載された。あわせて、開催詳細につい

て

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

71 The Chugoku Shinbun ONLINE 中国新聞社 平成21年12月11日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009で開催の影の世界和の明かりの上

演の「鶴の恩返し」が影絵の画像と動画にて掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

72 小嶋沙耶香ｱﾅﾌﾞﾛｸﾞ 広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ 平成21年12月11日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009の取材について、「ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ、光

の街並み、光のﾄﾝﾈﾙ、さとやま屋敷のぜんざい」の

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

73 週間ヤッホー 山陰中央ﾃﾚﾋﾞ 平成21年12月16日 無料

備北ｵｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ「ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾌﾟ」の放送予定が掲載され

た

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

74 週間ヤッホー 山陰中央ﾃﾚﾋﾞ 平成21年12月18日 無料

備北ｵｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ「ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾌﾟ」の放送予定が掲載され

た

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

75

広島県のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ特集　2009-

MAPPLE観光ｶﾞｲﾄﾞ

昭文社 平成21年12月19日 無料

「ﾋﾞｯｸｽｹｰﾙな冬の祭典」として、ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開

催が「ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ、光の森」の写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

76

冬を彩る全国ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄ2009-

2010

社団法人日本観光協

会

平成21年12月19日 無料

「ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009」開催情報について「光の森」の写

真と共に掲載

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

77 livedoorﾆｭｰｽ(NMN) 平成22年1月1日 無料

2010開催夏ﾌｪｽ開催について「SETSTOCK'10」の日程が

掲載された

コンサート 単色

78 livedoorﾆｭｰｽ(ﾅﾀﾘｰ) 平成22年1月1日 無料

2010開催夏ﾌｪｽ開催について「SETSTOCK'10」の日程が

掲載された

コンサート 単色

79 SETSTOCK　公式ＨＰ 平成22年1月1日 無料

「SETSTOCK'10」7/31.8/1開催決定が芝生広場の画像と

共に掲載された

コンサート カラー

80

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成22年1月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

81 ＡＮＮ（広島ニュース）　〔未確認〕 広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ 平成22年1月2日 無料

ひばの里さとやま屋敷で行われた「新春餅つき」が餅つき

の映像と共に放送された

冬 単色

82

広島県の週間おでかけ情報

BIGLOBEｼｰｽﾞﾝ１月

BIGLOBE 平成22年1月9日 無料

さとやま屋敷で開催中の「冬咲きぼたん展」が牡丹の画像

と共に掲載された。

冬咲きぼたん カラー

83 毎日ｊｐ 毎日新聞 平成22年1月10日 無料

ひばの里さとやま屋敷の「冬咲きぼたん展」開催情報、「と

んど焼き」の催しも併せて掲載された。

冬咲きぼたん 単色

84 The Chugoku Shinbun 中国新聞 平成22年1月13日 無料

冬咲きぼたん展の開催情報が「ばたん」の写真と共に掲載

された。

冬咲きぼたん カラー

85 MAPPLE観光ガイド 昭文社 平成22年1月23日 無料

「冬咲きぼたん展」の開催情報がぼたんの写真（2部）と共

に掲載された。

冬咲きぼたん カラー

86  @nifty旅行　お出かけガイド

昭文社(MAPPLE観光ｶﾞ

ｲﾄﾞ)

平成22年1月23日 無料

「冬咲きぼたん展」の開催情報がぼたんの写真（2部）と共

に掲載された。

冬咲きぼたん カラー

87 ダイハツ庄原店 ダイハツ工業株式会社 平成22年1月24日 無料

店舗紹介一覧内にて、近隣のお出かけｽﾎﾟｯﾄの紹介で「冬

咲きぼたん」の画像と共に掲載された。

冬咲きぼたん カラー

88

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成22年2月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

89 ぶらり中国道 ＮＥＸＣＯ西日本 平成22年2月4日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報が「ぶらり中国道・広島ｴﾘ

ｱ」ないにて、掲載された。

スイセン 単色

90 庄原市観光協会連合会ブログ 平成22年2月18日 無料

庄原市内の花見情報にて、「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ」が掲載され

た。併せて、ふるさと里山ﾊﾞｽﾂｱｰのｺｰｽﾌﾟﾗﾝにも掲載され

た。

スイセン カラー

91

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION 2010.2

夢番地 平成22年2月19日 無料 SETSTOCK'10開催日がｺﾝｻｰﾄ写真と共に掲載された。 コンサート 単色

92 SETSTOCK'10（ﾓﾊﾞｲﾙ） 平成22年2月23日 無料 SETSTOCK'10開催日、開催地について掲載された コンサート カラー

93 しょうばら観光情報 庄原市役所 平成22年2月25日 無料 冬咲きぼたん展開催情報掲載された。 冬咲きぼたん カラー

94 宇部市交通局・日帰りﾌﾟﾗﾝ 宇部市交通局 平成22年2月26日 無料

広島県の日帰り旅行「奥田元宋・小由女美術館と西日本

最大級のｽｲｾﾝ」としてｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの写真と共に掲載され

た。

スイセン カラー
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

95

まっぷる観光ガイド季節特集　バーベ

キュー情報

昭文社マップルガイド

情報編集局

平成22年3月1日 無料 バーベキューのできる施設として紹介された 公園一般

96 City Do!ﾚｼﾞｬｰﾊﾟｰｸ特集中国四国 ｻｲﾈｯｸｽ 平成22年3月9日 無料

公園の利用案内を、四季のｲﾍﾞﾝﾄ情報がきゅうの丘の画像

と共に掲載された。

公園一般 カラー

97 ＪＲ西日本「おでかけネット」

協同組合ｲﾝﾌｫﾈｰｼｮﾝﾃ

ｸﾉﾛｼﾞｰ関西　お出かけ

情報

平成22年3月20日 無料

「ｽｲｾﾝﾀﾞﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの画像と共

に掲載

スイセン カラー

98 Yahoo!JAPAN 地域情報

協同組合ｲﾝﾌｫﾈｰｼｮﾝﾃ

ｸﾉﾛｼﾞｰ関西　お出かけ

情報

平成22年3月20日 無料

「ｽｲｾﾝﾀﾞﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの画像と共

に掲載

スイセン カラー

99 Yahoo!ﾏﾁﾓﾊﾞ（携帯） yahoo! 平成22年3月20日 無料

「ｽｲｾﾝﾀﾞﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの画像と共

に掲載

スイセン カラー

100 じゃらんnet「観光ｶﾞｲﾄﾞ」

協同組合ｲﾝﾌｫﾈｰｼｮﾝﾃ

ｸﾉﾛｼﾞｰ関西　お出かけ

情報

平成22年3月20日 無料

「ｽｲｾﾝﾀﾞﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの画像と共

に掲載

スイセン カラー

101 庄原市ｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ

庄原市市役所商工観

光課

平成22年3月20日 無料

庄原市ＨＰ内、庄原市ｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ内に「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ

2010」開催情報が掲載された

スイセン カラー

102

しょうばらﾊﾞﾘばり観光情報よってみん

さいと

しょうばら観光協会 平成22年3月21日 無料

ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010開催情報が「四季のうつろい通信しょう

ばらｲﾍﾞﾝﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ」内に掲載された

スイセン 単色

103 山陽新聞 平成22年3月26日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ」開催中の様子が「ｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」の画像と

共に掲載される

スイセン カラー

■その他

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

104 HONDAカーナビ 武田事務所 平成21年6月16日 無料

11月発売のカーナビシステムにデータ［ジャンル：レジャー

スポット］として登録される

公園一般 カラー

■その他（紙媒体）

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

105 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（4月） 平成21年4月1日 無料 「春まつり」が紹介された 春まつり 単色

106 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年4月1日 無料 「初夏の花物語」ツアーの募集広告に写真が掲載された 初夏の花物語 カラー

107 わくわく芸備線スタンプラリー 平成21年4月1日 無料 チューリップ畑が写真と共に紹介された 春まつり

108

観光情報誌ぶらっとひろしま2009春4

～6月

社団法人広島県観光

連盟

平成21年4月1日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 公園一般 カラー

109 西田鮮魚店 平成21年4月11日 無料 庄原の花見スポットとして紹介された 公園一般 カラー

110 いわみりびえ～るVol.050 平成21年4月26日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり カラー

111

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION

（株）夢番地 平成21年5月1日 無料

SETSTOCK'09の出演アーティスト情報、チケット、会場ま

での交通機関等が写真とともに紹介

コンサート 単色

112 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（5月） 平成21年5月1日 無料 「春まつり」が紹介された 春まつり 単色

113 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年5月1日 無料 「初夏の花物語」ツアーの募集広告に写真が掲載された 初夏の花物語 カラー

114 庄原プレミア付商品券「ろこぴー」 庄原商工会議所 平成21年5月11日 無料 公園内の飲食店・売店が加盟店として掲載される その他 単色

115 バスポート６月号 平成21年5月25日 無料

さとやま屋敷内の体験、シャーレポピーが写真と共にレ

ジャースポットとして紹介

初夏の花物語 カラー

116 SETSTOCK'09　ポスター （株）夢番地 平成21年6月1日 無料 SETSTOCK'09出演者、交通アクセスについて紹介された コンサート カラー

117

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION　6月

（株）夢番地 平成21年6月1日 無料

SETSTOCK'09の出演者とチケット情報が写真と共に掲載

された

コンサート 単色

118 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（6月） 平成21年6月1日 無料 「シャーレポピー・ルピナス」が紹介された 初夏の花物語 単色

119

協同組合ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ関西

［未確認］

協同組合ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃ

ｸﾉﾛｼﾞｰ関西

平成21年6月1日 無料 ﾙﾋﾟﾅｽ・ｱｼﾞｻｲ開花情報 初夏の花物語

120 月刊ウェンディ広島６月号 平成21年6月1日 無料

SETSTOCK'09開催日、チケット情報が写真と共に紹介さ

れた

コンサート

121 OASIS　6月 （株）夢番地 平成21年6月10日 無料

SETSTOCK'09出演アーティスト情報が写真と共に掲載さ

れる

コンサート カラー

122 SETSTOCK'09 （株）夢番地 平成21年6月26日 無料 SETSTOCK'0出演者ポスターが発行された コンサート カラー

123 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（7月） 平成21年7月1日 無料 「夏まつり」が紹介された 夏まつり 単色

124 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（7月） 平成21年7月1日 無料 「SETSTOCK」が紹介された コンサート 単色

125

観光情報誌ぶらっとひろしま2009夏7

～9月

社団法人広島県観光

連盟

平成21年7月1日 無料

備北ｵｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞの写真と公園全般の施設情報、ｺﾝｻｰﾄなど

が掲載された

公園一般 カラー

126 山陽新聞リビングガイド８月号 山陽新報社販売局 平成21年7月1日 無料

ひばの里の体験教室、夏まつりのイベントがきゅうの丘の

写真と共に掲載された

夏まつり カラー

127 ＲＣＣラジオ７ー９月 ＲＣＣ中国放送 平成21年7月5日 無料

SETSTOCK'09出演者情報、開催日時など写真と共に掲載

された

コンサート カラー 綴る

128 OASIS　７月 株式会社　夢番地 平成21年7月10日 無料 SETSTOCK'09開催・出演者情報が写真と共に紹介された コンサート カラー

129 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年7月15日 無料 「秋まつり」ツアーの募集広告に写真が掲載された 秋まつり カラー

130

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION　7月

株式会社　夢番地 平成21年7月19日 無料 SETSTOCK'09チケット、出演者情報が掲載された コンサート 単色

131 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（8月） 平成21年8月1日 無料 「夏まつり」が紹介された 夏まつり 単色

132 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年8月1日 無料 「秋まつり」ツアーの募集広告に写真が掲載された 秋まつり カラー

133 月刊レジャー産業資料（８月号） 綜合ユニコム株式会社 平成21年8月1日 無料

施設概要、集客状況、イベントが「施設ランキング特集」に

掲載予定

公園一般

134 生活カレンダー　THE BIG THE BIG 平成21年8月1日 無料

備北丘陵公園情報の特設欄へ夏まつりイベント情報が掲

載された。

夏まつり 単色

135 広報しょうばら（8月）

庄原市役所　商工観光

課

平成21年8月5日 無料

「夏の生き物展」「夏の自然観察会」「夏のお菓子作り体

験」「夏の染物体験藍インディコワークス

夏まつり 単色
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

136 OASIS　８月 （株）　夢番地 平成21年8月10日 無料

SETSTOCK'09出演者のSETSTOCKの情報やコンサート情

報が掲載された

コンサート 単色

137 備北のかがやき

備北観光ネットワーク

協議会　三次市役所三

良坂支所

平成21年8月20日 無料

秋まつりの紹介と公園内のイベントが花の広場の写真と共

に紹介された。

秋まつり

138

FLYING POSTMAN PRESS岡山版　９

月号

株式会社　マルシン広

告社

平成21年8月25日 無料 SETSTOCK'09のライブ映像・レポートが掲載 コンサート

139

広島の子育てﾌﾘｰﾏｶﾞｼﾞﾝ　ﾏﾏﾝﾍﾟｰﾙ

Ｎｏ．秋

株式会社トマトコーポ

レーション

平成21年8月31日 無料

ひばの里の体験「そば打ち体験」がそば打ち体験の写真と

共に掲載された

公園一般 カラー

140 iひろしま　Autumn Information 広島県観光連盟 平成21年9月1日 無料

秋まつりのイベントやウインターイルミネーションの期間に

ついて花の広場の写真と共に紹介された

秋まつり カラー

141

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION　９月

株式会社　夢番地 平成21年9月1日 無料

「SETSTOCK'09-Official-Book」が10月10日発売決定につ

いて掲載された

コンサート カラー

142 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（9月） 平成21年9月1日 無料 「秋まつり」が紹介された 秋まつり 単色

143 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年9月1日 無料 「秋まつり」ツアーの募集広告に写真が掲載された 秋まつり カラー

144 レジャーランド＆レクパーク総覧2010 綜合ユニコム株式会社 平成21年9月1日 無料

施設概要、集客状況、イベントが「施設ランキング特集」に

掲載予定

公園一般

145 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年9月15日 無料

「ウインターイルミネーション」ツアーの募集広告に写真が

掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

146 朝日新聞 広島リビング新聞社 平成21年9月19日 無料

秋のレジャーガイドのコーナーに秋まつりの開催情報、園

内施設について、ちびっ子ゲレンデの写真と共に紹介され

た

秋まつり カラー

147 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（10月） 平成21年10月1日 無料 「秋まつり」が紹介された 秋まつり 単色

148 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年10月1日 無料

「ウインターイルミネーション」ツアーの募集広告に写真が

掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

149

観光情報誌ぶらっとひろしま2009秋

10～12月

社団法人広島県観光

連盟

平成21年10月1日 無料 秋まつりイベント・そば打ち体験が写真とともに掲載された 秋まつり カラー

150 穴吹トラベル 穴吹トラベル 平成21年10月1日 無料 イルミネーションツアーの紹介

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

151 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（11月） 平成21年11月1日 無料 「ウインターイルミネーション」が紹介された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

152 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年11月1日 無料

「ウインターイルミネーション」ツアーの募集広告に写真が

掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

153 ふるさとｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾊﾞｽﾂｱｰﾁﾗｼ ひろでん中国新聞旅行 平成21年11月1日 無料

ﾊﾞｽﾂｱｰのｺｰｽ紹介に「光の街並み、ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ、ｼｬﾝﾊﾟﾝ

ｸﾞﾗｽﾂﾘｰ」の写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

154

2009光のまち庄原「ｸﾗｽﾀｰのまちづく

り国営備北丘陵公園

光のまち実行委員会、

庄原観光協会、庄原商

工会議所

平成21年11月3日 無料

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝで彩られた市内6箇所のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ開催地につ

いての折込広告。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

カラー

155 OASIS　11月 （株）　夢番地 平成21年11月10日 無料

SETSTOCK'09OFFICIALBOOK発売についてｺﾒﾝﾄが掲載

された

コンサート 単色

156 「狼煙」開催のチラシ 平成21年11月20日 無料 「狼煙」開催について詳細の折込チラシ イベント 単色

157 庄原ジャーナル 読売新聞ＹＣ庄原 平成21年11月26日 無料 11/23日開催「狼煙」の詳細について掲載された その他 単色

158 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（12月） 平成21年12月1日 無料 「ウインターイルミネーション」が紹介された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

159 バスツアーチラシ

（株）読売旅行

山口営業所

平成21年12月1日 無料

「ウインターイルミネーション」ツアーの募集広告に写真が

掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

160 ファミリー　庄原版2009-12 中国新聞社 平成21年12月1日 無料

庄原市内催し欄へ「ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009」開催中の日程

が掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

161 月刊ウェンディ広島12月号 ウェンディ広島 平成21年12月1日 無料

イルミネーションガイド2009「広島の夜を彩る光の祭典」特

集内にて、ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報が

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

162 中国新聞カレンダー2009 平成21年12月1日 無料

カレンダーの12月に「ウインターイルミネーション」が絵で紹

介された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

163 Mesemaga 中国新聞 平成21年12月11日 無料

「近場のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｽﾎﾟｯﾄｶﾞｲﾄﾞ」特集欄内に開催中のｳｲﾝ

ﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝが「中の広場」の写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

164 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（1月） 平成22年1月1日 無料 「冬咲きぼたん展」が紹介された 冬咲きぼたん 単色

165 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（2月） 平成22年2月1日 無料 「冬咲きぼたん展」が紹介された 冬咲きぼたん 単色

166

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION　2010.2

夢番地 平成22年2月19日 無料 SETSTOCK'10開催日がｺﾝｻｰﾄ写真と共に掲載されてた。 コンサート 単色

167 しょうばら里山ﾊﾞｽﾂｱｰ ひろでん中国新聞旅行 平成22年2月26日 無料

しょうばらﾊﾞｽﾂｱｰないに「ｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」が写真と共に紹介

された

スイセン カラー

168 ザ・ビッグ庄原店カレンダー（3月） 平成22年3月1日 無料 「冬咲きぼたん展」が紹介された 冬咲きぼたん 単色

169 ｴｰﾙ庄原さとやま便春号No.3

庄原市役所商工観光

課

平成22年3月20日 無料

「しょうばら春～初夏の観光情報」内にて「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ

2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの写真と共に掲載された

スイセン カラー

■テレビ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

170 Ｊステーション ＨＯＭＥ 平成21年4月10日 無料 週末ﾚｼﾞｬｰ情報にて馬車でお散歩が紹介された。 春まつり カラー

171 金曜プレステージ テレビ新広島 平成21年4月10日 無料 浅見光彦シリーズにて秋のコスモスの映像がながれた。 公園一般

172 お好みワイド ＮＨＫ 平成21年4月14日 無料 チューリップ畑が映像と共に紹介された。 春まつり

173 ひろもり ＮＨＫ 平成21年4月16日 無料 チューリップ畑が映像と共に紹介された。 春まつり

174 ニュース ＴＳＳ 平成21年4月22日 無料 花の広場が映像と共に紹介された 春まつり カラー

175 ニュース ＴＳＳ 平成21年4月22日 無料 「花の広場」が映像と共に紹介された 春まつり 8:50 カラー

176 ひろしまニュース６４５ ＮＨＫ 平成21年4月26日 無料

花の広場の様子。入園者が昨年より１万人多いと映像と共

に紹介される

春まつり カラー

177 お好みワイドひろしま ＮＨＫ 平成21年4月27日 無料

大型連休前の行楽地の対策・臨時駐車場１５００台分や、

園内循環バスを増やしたなど映像と共に紹介される

春まつり カラー

178 スーパーニュース ＴＳＳ 平成21年4月28日 無料

ＧＷのお勧めの観光地として公園が紹介される、きゅうの

丘、花の広場の様子など映像と共に放送される

春まつり カラー

179 イブニングフォー ＲＣＣ 平成21年4月30日 無料

新緑の中にあるお勧めのオートキャンプ場として備北オー

トビレッジが映像と共に紹介される

その他 カラー
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

180 ひろしまニュース６４５ ＮＨＫ 平成21年5月10日 無料

マラソン大会、熱中症患者が出た事、ルピナスの見頃につ

いて映像と共に紹介された

スポーツ大会 カラー

181 番組名前不明 広島テレビ 平成21年5月19日 無料 見頃を迎えたシャーレポピーの開花状況が放送された 初夏の花物語 カラー

182 ＲＣＣ「アォーン」 平成21年6月14日 無料

SETSTOCK'09出演者「ﾅｵﾄｰｲﾝﾃｨﾗｲﾐ,9mm Parabullem

Bellet,ﾖｰｽｹ@HOME,The bawdies,まちゃきんぐ」映像と共に

紹介

コンサート カラー

183 ぶらりセットストック ＲＣＣ 平成21年6月29日 無料 SETSTOCK'09が紹介された コンサート 1時間 カラー

184 テレビ新広島　〔未確認〕 テレビ新広島 平成21年7月2日 無料 アジサイの開花状況について 初夏の花物語

185 広島テレビ　〔未確認〕 広島テレビ 平成21年7月2日 無料 初夏の花物語

186 ぶらりセットストック ＲＣＣ 平成21年7月5日 無料 SETSTOCK'09コンサート会場 コンサート 1時間 カラー

187 アォーン！ ＲＣＣ 平成21年7月6日 無料

SETSTOCK'09出演者「KREVA」の出演コメントが映像と共

に放送された

コンサート 55秒 カラー

188 ぶらり！SETSTOCK'09 ＲＣＣ 平成21年7月7日 無料 SETSTOCK'09会場の公園内を映像と共に放送された コンサート 55分

189 アォーン！（再） ＲＣＣ 平成21年8月3日 無料 SETSTOCK'09ライブ映像をダイジェストでオンエアされた コンサート 15 カラー データなし

190 ＲＣＣ特別番組「SETSTOCK TV」 ＲＣＣ 平成21年8月8日 無料 SETSTOCK'09ライブ映像を放送 コンサート 1時間 カラー

191

ＲＣＣ特番組「SETSTOCK TV　90分拡

大版」

ＲＣＣ 平成21年8月26日 無料 SETSTOCK'09ライブ映像と出演者コメントをオンエア コンサート カラー

192 スーパーニュース ＴＳＳ 平成21年9月11日 無料 秋まつりイベント情報について字幕にて紹介された 秋まつり

193 生活ホットモーニング ＮＨＫ総合 平成21年9月14日 無料 秋まつり、コスモスの開花状況が映像と共に紹介された。 秋まつり 単色

194 生活ホットモーニング ＮＨＫ総合 平成21年9月14日 無料

「旅のﾌﾟﾛ直伝!秋のお勧めスポット」のｺｰﾅｰに手外にいけ

る国営公園で公園のｺｽﾓｽ開花状況と共に花の広場の映

像が放送された

秋まつり カラー

195 ＲＣＣ　ニュース ＲＣＣ 平成21年9月22日 無料 （昼）秋まつり、コスモスの開花状況について放送された 秋まつり カラー

196 ＲＣＣ　ニュース ＲＣＣ 平成21年9月22日 無料 〔夕方）秋まつり、コスモスの開花情報について放送された 秋まつり カラー

197 お好みワイドひろしま ＮＨＫ総合 平成21年9月28日 無料 気象予報士石榑さんの天気ｺｰﾅｰにて紹介 秋まつり

198 Ｊステーション ＨＯＭＥテレビ 平成21年10月2日 無料 児島アナウンサーが花の広場にて取材 秋まつり

199 MUSIC ON！TV　〔未確認〕 平成21年10月2日 無料

７月25日、26日に開催したSETSTOCK'09を放送．．．詳細

日時不明8/4現在

コンサート

200 おはよう中国 ＮＨＫ総合 平成21年10月12日 無料

秋まつりの催し花の広場のコスモスコンサート（ピアノとバ

イオリンの演奏）がコンサートの様子の映像と共に放送さ

れた

秋まつり カラー

201 広島ホーム 平成21年10月13日 無料

秋まつり催し物の「人力の鉄道人車」と「鉄道展ふるさとの

鉄道芸備線の歴史」が映像と共に紹介された

秋まつり カラー

202 MUSIC ON！TV　〔未確認〕 平成21年10月16日 無料

７月25日、26日に開催したSETSTOCK'09を放送．．．詳細

日時不明8/4現在

コンサート

203 おはようひろしま ＮＨＫ 平成21年10月19日 無料

10/18（日）に開催された「神楽と花火の響演」が映像と共

に放送された

秋まつり カラー

204 ﾆｭｰｽ　１１：４５～ ＮＨＫ 平成21年10月19日 無料

10/18（日）に開催された「神楽と花火の響演」が映像と共

に放送された

秋まつり カラー

205 Ｊステーション ＨＯＭＥ 平成21年10月27日 無料

SOGO広島で園児によって「備北からの贈り物：クリスマス

ツリー」の点灯式が行われた様子が放送された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

206 NEWS N6 ＲＣＣ 平成21年10月27日 無料

SOGO広島で園児によって「備北からの贈り物：クリスマス

ツリー」の点灯式が行われた様子が放送された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

207 スーパーニュース TSS 平成21年10月27日 無料

SOGO広島で園児によって「備北からの贈り物：クリスマス

ツリー」の点灯式が行われた様子が放送された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

208 おはよう日本 ＮＨＫ総合テレビ 平成21年11月22日 無料

みのりの里ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ国兼の様子が映像と共に紹介さ

れた

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

209 スーパーニュース ＴＳＳ 平成21年11月27日 無料 ウインターイルミネーション2009開催の

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

210 Ｊステーション 広島HOMEテレビ 平成21年12月1日 無料

さとやま屋敷にて開催「ﾚｺｰﾄﾞｺﾝｻｰﾄ」が会場の映像と開催

協力者の口和郷土資料館の様子と共に放送された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
12分 カラー

211 満点ママ テレビ新広島 平成21年12月3日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報が放送された。その他ｲﾍﾞ

ﾝﾄ紹介内「ｳｲﾝﾀｰｸﾗﾌﾄ・ｷｬﾝﾄﾞﾙ、苔玉」が紹介された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
3分30秒 カラー

212 おはよう中国 ＮＨＫ広島放送局 平成21年12月4日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催の情報と見所についてご紹介

した。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

213 ひろもり ＮＨＫ総合テレビ 平成21年12月15日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報「ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ、光の街並

み、ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ、ﾑｰﾝﾗｲﾄﾂﾘｰ、光のｶﾞｰﾃﾞﾝ」の写真と共

に放送された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
2分 カラー

214 おはよう中国　〔未確認〕 ＮＨＫ広島 平成21年12月19日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催について紹介。「ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｺﾝ

ｻｰﾄ（ｺﾞｽﾍﾟﾙﾗｲﾌﾞ/Blue Moon」の映像が放送された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
1分20秒 カラー

215 週刊ヤッホー　〔未確認〕 山陰中央テレビ 平成21年12月19日 無料

備北ｵｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ「ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾌﾟ」ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009

が紹介された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー 記録なし

216 Ｊステーション　〔未確認〕 広島ホームテレビ 平成22年1月2日 無料

ひばの里さとやま屋敷で行われた「新春餅つき」が餅つき

の映像と共に放送された

冬 カラー

217 ひろもり ＮＨＫ広島放送局 平成22年1月15日 無料

「冬咲きぼたん展」開催情報が牡丹の静止画像と字幕にて

放送された

冬咲きぼたん 1分 カラー

218 NHK ＮＨＫ広島放送局 平成22年1月16日 無料

冬咲きぼたん展開催情報がさとやま屋敷の牡丹の映像と

字幕と共に放送された（昼前）

冬咲きぼたん 1 カラー

219 NHKおはよう中国 ＮＨＫ広島放送局 平成22年1月16日 無料

冬咲きぼたん展開催情報がさとやま屋敷の牡丹の映像と

字幕と共に放送された

冬咲きぼたん 1 カラー

220 じゃんが2ｽﾀｼﾞｱﾑ ＲＣＣ中国放送 平成22年1月20日 無料

ｱﾝｶﾞｰﾙｽﾞ田中さんが出演の番組内にて花の広場が放送

（予定）

冬 カラー

221 NHK　天気予報 平成22年1月21日 無料

番組内にて、一般投稿写真で「冬咲きぼたん」の画像が放

送された。

冬咲きぼたん カラー

222

広島発ふるさとｽﾍﾟｼｬﾙ（百歳バンザイ

増刊号）

ＮＨＫ広島放送局 平成22年1月22日 無料

ひばの里さとやま屋敷離れにて、宮川大輔・花子さん出演

の番組が放送される

冬

223 旬感テレビ派 広島テレビ 平成22年1月26日 無料

開催中の冬咲きぼたん展がさとやま屋敷の牡丹の映像と

共に放送された。

冬咲きぼたん カラー

224 スーパーニュース TSSテレビ新広島 平成22年1月28日 無料

開催中の冬咲きぼたん展がさとやま屋敷の牡丹の映像と

共に放送された。

冬咲きぼたん カラー

225 ひろもり ＮＨＫ広島放送局 平成22年1月29日 無料

「ぐるっと広島来てみんさい：鞆の浦と坂本龍馬」のｵｰﾌﾟﾆﾝ

ｸﾞのﾀｲﾄﾙｺｰﾙが映像と共に放送された。

その他 5秒 カラー

226 〔未確認〕 TSSﾃﾚﾋﾞ・新広島 無料

雪景色の冬咲きぼたんの画像、開催期間、品種について

（放送日未定）

冬咲きぼたん

227 〔未確認〕 HOME広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ 無料

雪景色の冬咲きぼたんの画像、開催期間、品種について

（放送日未定）

冬咲きぼたん
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

228 〔未確認〕 HTV広島ﾃﾚﾋﾞ 無料

雪景色の冬咲きぼたんの画像、開催期間、品種について

（放送日未定）

冬咲きぼたん

229 〔未確認〕 広島ホームテレビ 平成22年2月3日 無料

開催中の冬咲きぼたん展がさとやま屋敷の牡丹の映像と

共に放送された。

冬咲きぼたん カラー

230 おはよう中国 ＮＨＫ広島 平成22年2月27日 無料

ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010開催情報が昨年のｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの映像

と共に放送された

スイセン カラー

231 TSSスーパーニュース テレビ新広島 平成22年3月19日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報が「ｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」の写真と

共に放送された

スイセン カラー

232 イヴニングDonDon 山陽放送 平成22年3月26日 無料

夕方の情報番組「イヴニングDonDon」内の行楽情報コー

ナーで「スイセンファンタジー」を紹介。

スイセン 3

3月24日に吉田さんから電

話。スイセンファンタジー

233 ひろしま百景 ＴＳＳ 平成22年3月31日 無料 「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報が映像と共に放送される。 スイセン カラー

■ラジオ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

234 GO!GO!びんご～ ＦＭふくやま 平成21年4月2日 無料 「春まつり」について電話で紹介 春まつり

235 寺内優のおはようラジオ ＲＣＣ 平成21年4月13日 無料 「SETSTOCK'09」が紹介された コンサート

236 ＦＭ福山 平成21年5月27日 無料 花の情報、大山牛供養田植について紹介する 初夏の花物語

237 RCC福山 平成21年7月22日 無料 夏まつりイベント紹介を電話取材、放送された 夏まつり

238 秘密の音園 ＲＣＣラジオ 平成21年7月28日 無料

SETSTOCK'09のライブ音源と出演アーティストのインタ

ビュー及びコメントをオンエア

コンサート

239 ライブトライフ ＨＦＭ 平成21年7月31日 無料

SETSTOCK'09出演者KREVAのインタビューをオンエアさ

れた

コンサート

240 秘密の音園 ＲＣＣラジオ 平成21年8月1日 無料

SETSTOCK'09のライブ音源と出演アーティストのインタ

ビュー及びコメントをオンエア

コンサート

241 恋するﾒﾛﾃﾞｨ/君と僕のﾐｭｰｼﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ ＲＣＣラジオ 平成21年8月1日 無料

SETSTOCK'09出演者熊木杏里のライブ音源とコメントをオ

ンエアされた

コンサート

242 ライブトライフ ＨＦＭ 平成21年8月14日 無料 SETSTOCK'09出演者キマグレンのコメントをオンエア コンサート

243 尾道絵巻 エフエム尾道 平成21年8月14日 無料 パーソナリティーが電話でインタビューする番組コーナー。 夏まつり

244

おはようときめきタイム

（コーナー：すてきに

ＦＭ福山（提供：山陽新

聞）

平成21年9月1日 無料

コスモスの開花状況、秋まつりのイベントについてご紹介

した。

秋まつり 5分

245 ＲＣＣラジオカー ＲＣＣ 平成21年11月21日 無料 ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報について放送された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

246 ＲＣＣ 平成22年1月13日 無料 冬咲きぼたん開催情報を放送された 冬咲きぼたん

247 ＦＭ福山 平成22年1月29日 無料

山陽新聞掲載記事の「冬咲きぼたん展」開催情報、品種な

どの紹介を放送された

冬咲きぼたん 7 カラー

248 ＲＣＣラジオカー 平成22年3月22日 無料 ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010開催情報について紹介 スイセン

249 ＮＨＫラジオ 平成22年3月27日 無料 ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010開催情報について紹介 スイセン

■雑誌・情報誌

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

250 ５・６月SATIO Information 平成21年4月1日 無料 「花の広場」について写真と共に紹介された 春まつり カラー

251 「スマイル」 vol.1 平成21年4月1日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり カラー

252

ちゅーぴーくらぶ情報マガジン「スマイ

ル」　vol.50

平成21年4月1日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり カラー

253 子育てガイドブック 平成21年4月1日 無料 子どもと遊べるスポットとして紹介された 公園一般

254 広報しょうばら 平成21年4月6日 無料 「春まつり」開催が紹介された 春まつり 単色

255 オアシス　4月号 平成21年4月10日 無料 「SETSTOCK'09」が掲載された コンサート カラー

256 月刊イーノ福山版（5月号） 平成21年4月14日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり カラー

257 リビング広島　〔未確認〕 広島リビング新聞社 平成21年4月18日 無料

家族のお出かけ、ＧＷの遊び場、春の花スポットの特集内

にて掲載された

春まつり

258 Ｍｊバイクマガジン（6月号） 平成21年4月20日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン カラー

259 中国新聞mesemaga 平成21年4月24日 無料 「花の広場」の写真と「ひばの里」が紹介された 春まつり カラー

260 TJ Hiroshima（5月号） 平成21年4月25日 無料 「SETSTOCK'09」が写真と共に紹介された コンサート カラー

261 TJ Hiroshima（5月号） 平成21年4月25日 無料 「花の広場」が写真と共に紹介された 春まつり カラー

262 家族で遊ぶ！おでかけBOOK体験版 平成21年4月25日 無料 ひばの里の体験内容、遊具、施設について紹介 公園一般 カラー

263 備後Wink　（5月号） 平成21年4月25日 無料 「花の広場」が写真と共に紹介された 春まつり カラー

264 備後Wink　（5月号） 平成21年4月25日 無料 庄原市内のドライブスポットとして写真と共に紹介された 公園一般 カラー

265 岡山県北情報雑誌じゃけん（5月） 平成21年5月1日 無料

「花の広場」の写真と共にレジャースポットとして掲載され

た

公園一般 カラー

266 中国・四国じゃらん（5月号） 平成21年5月2日 無料

遊べるお花畑、ドライブ10で遊具とお花畑が写真と共に紹

介された

春まつり カラー

267 広報しょうばら（5月） 庄原市企画課 平成21年5月5日 無料

シャーレポピー、サイクリング、大山供養の開催について

掲載

初夏の花物語 単色

268 オアシス　（5月） (株)夢番地 平成21年5月10日 無料 SETSTOCK'09参加者THE BOOMの紹介 コンサート カラー

269 TJ Hiroshima（6月号） 産興株式会社 平成21年5月25日 無料 初夏の花物語についてルピナスの写真と共に紹介される 初夏の花物語 カラー

270 ｉ ひろしま（６～８） (社)広島県観光連盟 平成21年6月1日 無料 オートキャンプ場の備北オートビレッジについて紹介される 特集記事 単色
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271 広報しょうばら（6月） 庄原市企画課 平成21年6月5日 無料

紫陽花の写真、花の開花情報、グラウンドゴルフ、マラソン

大会の写真と共に紹介された

初夏の花物語 単色

272 TJ Hiroshima（7月号） 産興株式会社 平成21年6月25日 無料

「FOMAと一緒にｷｬﾝﾌﾟを楽しもう」の特集で備北ｵｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ

が写真と共に紹介された

その他 カラー

273 TJ Hiroshima（7月号） 産興株式会社 平成21年6月25日 無料

ひょうたんトンネルや手打ちそば体験が写真と共に掲載さ

れた

春まつり カラー

274 TJ Hiroshima（7月号） 産興株式会社 平成21年6月25日 無料

SETSTOCK'09チケット、出演者情報が写真と共に紹介さ

れた

コンサート カラー

275 TJ Hiroshima（7月号） 産興株式会社 平成21年6月25日 無料 SETSTOCK'09出演者「おとぎ話」が写真と共に紹介 コンサート カラー

276 ひよこクラブ（8月）

ベネッセコーポレーショ

ン

平成21年7月1日 無料

乳幼児連れの親子で遊べる公園として写真と共に紹介さ

れた

公園一般 カラー

277 広報しょうばら（7月） 庄原市役所　企画課 平成21年7月1日 無料

夏まつりのイベントと特集「婚活」でアジサイ園の写真が紹

介された

夏まつり カラー

278 ひよこクラブ（8月号） ひよこクラブ編集部 平成21年7月15日 無料

公園内の乳幼児向けサービスについてきゅうの丘の写真

と共に掲載

公園一般

279 Ｍｊ　ＢＩＫＥ　9月号

ＡＩＣ株式会社アイク

コーポレーション

平成21年7月20日 無料 夏のイベントがひばの里の写真と共に紹介された 夏まつり カラー

280 TJ Hiroshima（8月号） 産興株式会社 平成21年7月25日 無料 ひばの里体験イベントが掲載された コンサート カラー

281 ザ・メディアジョン　〔未確認〕 (株)ザメディアジョン 平成21年8月16日 無料

秋まつり開催・ｲﾍﾞﾝﾄ情報が花の広場ｺｽﾓｽ・展望台の写

真と共に掲載された

秋まつり カラー

282 Ｍｊ　ＢＩＫＥ　10月

ＡＩＣ株式会社アイク

コーポレーション

平成21年8月20日 無料

ひばの里の体験について上の農家の写真と共に紹介され

た

夏まつり カラー

283 タウン情報誌Wink　広島版　9月号 株式会社アスコン 平成21年8月23日 無料 SETSTOCK'09のライブ映像・レポート掲載 コンサート カラー

284

JRちびっ子ﾚｰﾙｽﾀｰｽﾞ情報誌〔未確

認〕

西日本旅客鉄道

(株)広島支社営業部

平成21年9月1日 無料 ﾂｱｰ情報誌内にｺｽﾓｽの写真を掲載された 秋まつり

285 ええじゃん広島県

庄原市観光キャンペー

ン実行委員会事務局

商工観光課

平成21年9月1日 無料

日帰りプランコースに丘陵公園のコスモス鑑賞が花の広場

の写真と共に紹介された

秋まつり カラー

286 広報庄原

庄原市役所　商工観光

課

平成21年9月1日 無料

「備北丘陵公園だより」に秋まつりのイベント情報が花の広

場の写真と共に掲載された

秋まつり 単色

287 広報しょうばら（10月） 庄原市役所企画課 平成21年10月1日 無料

秋まつり開催情報とさとやま夢まつり、人車体験、備北ｵｰ

ﾄﾋﾞﾚｯｼﾞのｷｬﾝﾌﾟﾘｰﾀﾞ研修会開催について掲載された

秋まつり 単色

288 広報しょうばら（9月） 庄原市役所企画課 平成21年10月5日 無料

秋まつりと開花情報について花の広場の写真と共に掲載

された

秋まつり カラー

289 月刊ウェンディ11月号

月刊ウェンディ広島編

集部

平成21年10月30日 無料

一般投稿写真ｺｰﾅｰ内でｷﾊﾞﾅｺｽﾓｽを背景に写した写真が

掲載された

秋まつり カラー

290 すこやか広島11月号

財団法人広島県健康

福祉センター

平成21年10月31日 無料

手打ちそば打ち体験ができるスポットとして、そば打ち体験

の写真と共に掲載された

公園一般 カラー

291 FUNFAN

株式会社ガリバープロ

ダクツ

平成21年11月1日 無料

子育て家族を対象とした日帰り温泉の特集内にてｲﾙﾐﾈｰ

ｼｮﾝの開催情報がｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

292 愛媛KOMACHI 12月号

株式会社ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

（松山市）

平成21年11月20日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報記事が「ｸﾘｽﾏｽｲﾍﾞﾝﾄおす

すめｲﾙﾐ県外情報」の特集内に「ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ」の写真と共

に紹介された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

293 ｉ ひろしま 12.1～10.2.28

ええじゃん広島県(社)

広島県観光連盟

平成21年12月1日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009、冬咲きぼたん展開催について「ｽ

ﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ他」「牡丹」の写真と共に開催期間別に掲載さ

れた

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

294 岡山県北ﾀｳﾝ情報誌JAKEN（12月）

(株)ｽﾀｼﾞｵ　ｱ・ﾋﾞｱﾝﾄ内

JAKEN編集部

平成21年12月1日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報が「「ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ、光の

森」の写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

295 中国・四国じゃらん（1月号） リクルート 平成21年12月2日 無料

「１日満喫できるから一足先に会場入り！遊べるｲﾙﾐ」内

に、「ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009」開催情報、ｲﾍﾞﾝﾄ情報が

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

296

まっぷるマガジン「ﾍﾞｽﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ中国・四

国2009-10」

（株）周地社 平成21年12月1日 無料 花と緑に囲まれた公園として紹介された 公園一般 カラー

297 広報しょうばら（12月） 庄原市役所企画課 平成21年12月4日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報、ｲﾍﾞﾝﾄ、ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｨﾅｰ（中

の茶屋）について掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

298 BUAISO　12月 リベラ(株) 平成21年12月10日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報、丘陵公園の紹介が「広

島県Pick Up Spot」の特集で「ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ、光の森」の

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

299 道の駅旅案内中国版（冬号） (株)ｾﾞﾝﾘﾝ中四国支社 平成21年12月12日 無料

「中国ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ」内に丘陵公園所在地へ「祭」のﾏｰｸやｲﾙﾐ

ﾈｰｼｮﾝ開催期間について掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

300 Ｍｊ　ＢＩＫＥ　2月

ＡＩＣ株式会社アイク

コーポレーション

平成21年12月20日 無料

「ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｴｸｽﾌﾟﾚｽ」特集内にて「ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ」開催

情報が「光の森、ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ」の画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

301 Ｍｊ　バイク（2010.2月）

ＡＩＣ株式会社アイク

コーポレーション

平成21年12月20日 無料

「ﾗｲﾀﾞｰｽﾞｴｸｽﾌﾟﾚｽ」特集内にて「ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ」開催

情報が「光の森、ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ」の画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

302 観光情報誌ぶらっと広島（冬）

社団法人広島県観光

連盟

平成21年12月20日 無料

冬咲きぼたん展の開催情報、「ぼたん」写真、開催地、ｳｲﾝ

ﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの日記について掲載された。

冬 カラー

303 ふらっと（12月号）

西日本高速道路株式

会社（NEXCO西日本）

平成21年12月24日 無料

「ｴﾘｱ特集」中国ｴﾘｱ特集内にて「ひばの里」体験、ｽｲｾﾝﾌｧ

ﾝﾀｼﾞｰ開催が「ｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」が画像と共に掲載された

スイセン カラー

304 すこぶる広島2010冬 広島県広報広聴課 平成22年1月1日 無料

産学官の庄原市の紹介の特集内に公園のｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰ

ｼｮﾝの画像が掲載される。

その他 カラー

305 広報しょうばら（1月） 庄原市役所企画課 平成22年1月5日 無料

11/23（月）「狼煙上げ」開催した記事が掲載。「備北丘陵

公園だより」連載貢へ「冬咲きぼたん展」開催情報

冬 単色

306 広報しょうばら 庄原市企画課 平成22年2月5日 無料

「備北丘陵公園だより」特集内へ「冬咲きぼたん展・ｽｲｾﾝ

ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」などの開催情報が掲載された。

冬咲ぼたん 単色

307 Ｍｊ　バイク　4月号 (株)AICｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 平成22年2月20日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報が「ｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」の写真と

共に掲載された。

スイセン カラー

308 Ｗｉｎｋ広島　3月 (株)ｱｽｺﾝ 平成22年2月23日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報が「ｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」の写真と

共に掲載された。

スイセン カラー

309 FunFanFun 4月号 (株)ｶﾞﾘﾊﾞｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 平成22年3月1日 無料

春まつり・ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ開催情報について、花の広場と共

に掲載された

春まつり カラー

310 ｉ ひろしま 3.1～5.31 (社)広島県観光連盟 平成22年3月1日 無料

「冬咲きぼたん展」「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」「春まつり」「初夏

の花物語」の開催情報が「花の展望台、花の広場」の写真

と共に掲載された

春まつり カラー

311 広報しょうばら（3月） 庄原市企画課 平成22年3月5日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報、催しについてｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞ

ﾝの写真と共に掲載された

スイセン 単色

312 Cheers!Kids岡山春号（４～６）

ちぁ～ずｷｯｽﾞ岡山編集

局

平成22年3月20日 無料

「遊んで体験できる公益複合施設」特集内にて公園一般紹

介と春まつり開催情報が花の広場・きゅうの丘・

春まつり カラー

313 Wink福山備後版　4月号 株式会社ｱｽｺﾝ 平成22年3月25日 無料

「春の花お花見ｽﾎﾟｯﾄ」特集内にて、春まつり開催情報、公

園所在地（図）が花の広場の写真と共に掲載された

春まつり カラー
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314 山口県ﾀｳﾝ情報ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ　4月号

ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾙｰﾑﾄﾗｲｱﾝｸﾞ

ﾙ

平成22年3月28日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

■紙媒体

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

315

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION 2010.3

夢番地 平成22年3月1日 無料

「SETSTOCK'10」開催日時、BLOG、twitterが開始につい

て掲載された

コンサート 単色

316 ｴｰﾙ庄原さとやま便り　春号No.3

庄原市役所商工観光

課

平成22年3月20日 無料

「庄原春～初夏の観光情報」内で春まつり、初夏の花物語

が花の広場の写真と共に掲載された。

春まつり カラー

■新聞

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

317 毎日新聞 平成21年4月1日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン 単色 広島

318 中国新聞 平成21年4月4日 無料

庄原格致高校考案のワニグラタンが「レストランくにかね」

にて限定販売されると写真と共に紹介された

公園一般 カラー 地域

319 毎日新聞 平成21年4月4日 無料 「春まつり」開催が写真と共に掲載された 春まつり 単色 広島

320 中国新聞 平成21年4月5日 無料 20年度の公園入園者数が過去最高と紹介された 公園一般 単色 地域北

321 読売新聞 平成21年4月5日 無料 「スイセンファンタジー」が写真と共に紹介された スイセン カラー 地域

322 中国新聞 平成21年4月11日 無料 「SETSTOCK'09」のチケット先行予約が掲載された コンサート 単色

323 中国新聞 平成21年4月18日 無料 「チューリップ」が写真と共に紹介された 春まつり カラー 地域

324 中国新聞 平成21年4月18日 無料 庄原市滝口市長初登庁について紹介 その他

325 山陰中央新報 平成21年4月19日 無料 「春の特集」で「春まつり」が写真と共に掲載 春まつり カラー 企画広告

326 中国新聞 平成21年4月22日 無料

SETSTOCK'09のチケット先行予約受付について掲載され

た

コンサート 単色

327 朝日新聞 平成21年4月24日 無料 春まつりやイベント、入園料金などについて紹介された 春まつり 単色

328 読売新聞 平成21年4月24日 無料 「アイスランドポピー」が写真と共に紹介された 春まつり カラー 地域

329 毎日新聞 平成21年4月25日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり 単色 広島

330 朝日新聞 平成21年4月28日 無料 「春まつり」が写真と共に紹介された 春まつり カラー 広島

331 中国新聞（夕刊） 平成21年5月1日 無料 Spring Flower Picnic春まつりの期間について掲載される 春まつり 単色

332 中国新聞 平成21年5月10日 無料 SETSTOCK'09出演ｱｰﾃｨｽﾄ第2弾発表について掲載 コンサート

333 中国新聞 平成21年5月11日 無料 4/2に開催されたＧＧ協会月例会の結果について掲載 スポーツ大会 単色

334 中国新聞 平成21年5月11日 無料 第8回マラソン大会の様子について写真と共に紹介された スポーツ大会 カラー

335 中国新聞 平成21年5月11日 無料

４月２日園内にて開催された庄原グランドゴルフ協会月例

会の結果について掲載された

スポーツ大会 単色

336 読売新聞 平成21年5月11日 無料

丘陵公園内で水浴びをする子ども達の写真、マラソン大会

時に熱中症で搬送された記事が掲載される

スポーツ大会 単色

337 読売新聞 平成21年5月13日 無料 ルピナスが写真と共に掲載された 初夏の春物語 カラー

338 毎日新聞 平成21年5月15日 無料

ラッセル・ルピナス、シャーレポピーの見頃について写真と

共に掲載される

初夏の春物語 単色

339 中国新聞 平成21年5月17日 無料 シャーレポピー・ルピナスが写真と共に紹介された 初夏の春物語

340 中国新聞 平成21年5月20日 無料

「塩原の大山供養田植」の写真パネル展が写真と共に掲

載

初夏の春物語 カラー

341 読売新聞 平成21年5月20日 無料

熟年者を対象にした写真撮影の学習会を開催する写真家

の金山一宏さんが開催した丘陵公園の「フォト

写真ｺﾝﾃｽﾄ 単色

342 山陽新聞 平成21年5月21日 無料 シャーレポピー写真と共に紹介された 初夏の春物語 カラー

343 中国新聞 平成21年5月25日 無料

SETSTOCK'09のチケット情報、出演アーティストが写真と

共に掲載される

コンサート

344 中国新聞 平成21年5月27日 無料

SETSTOCK'09の交通アクセス方法、ツアーパックが写真と

共に掲載される

コンサート

345 中国新聞 平成21年6月1日 無料

東城町塩原の国重要無形民俗文化財の大山供養田植の

公開について、写真と共に掲載

イベント カラー

346 中国新聞 平成21年6月3日 無料

SETSTOCK'09チケット・出演アーティスト情報が写真と共

に掲載される

コンサート 単色

347 中国新聞 平成21年6月10日 無料

東小・高小生徒がアサギマダラのルートを探る為フジバカ

マの苗を植えた様子が写真と共に掲載された

その他 カラー

348 毎日新聞 平成21年6月10日 無料

東小・高小生徒がアサギマダラのルートを探る為フジバカ

マの苗を植えた様子が写真と共に掲載された

その他 単色

349 読売新聞 平成21年6月10日 無料

東小・高小生徒がアサギマダラのルートを探る為フジバカ

マの苗を植えた様子が写真と共に掲載された

その他 カラー

350 中国新聞（夕刊） 平成21年6月12日 無料 SETSTOCK'09のチケット情報について写真と共に掲載 コンサート 単色

351 中国新聞 平成21年6月17日 無料 保全地域に開花した「ササユリ」が写真と共に掲載された 初夏の春物語 カラー

352 中国新聞 平成21年6月19日 無料

SETSTOCK'09のチケット、出演者情報が写真と共に掲載

された

コンサート カラー

353 中国新聞 平成21年6月21日 無料

SETSTOCK'09チケット、出演者情報が写真と共に掲載さ

れた

コンサート 単色

354 毎日新聞 平成21年6月23日 無料

「ササユリ」の特別公開情報について写真と共に掲載され

た

初夏の春物語 単色

355 毎日新聞 平成21年7月4日 無料 アジサイの開花情報が写真と共に掲載された 初夏の春物語 単色

356 毎日新聞 平成21年7月4日 無料 アジサイの開花情報が写真と共に掲載された その他 単色
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357 山陽新聞 平成21年7月9日 無料 アジサイの開花情報が写真と共に掲載された その他 カラー

358 中国新聞 平成21年7月21日 無料 イベント情報欄へSETSTOCK'09が掲載された コンサート 単色

359 中国新聞 平成21年7月23日 無料 SETSTOCK'09出演アーティスト、開催情報が掲載された コンサート 単色

360 中国新聞（夕刊） 平成21年7月24日 無料 週末イベント情報欄へ「SETSTOCK'09」が掲載された。 コンサート 単色

361 中国新聞 平成21年7月29日 無料

たたらクラブが中国地方整備局長賞表彰について掲載さ

れた

その他

362 中国新聞 平成21年8月1日 無料

夏まつりイベント「ひばの里ビオトープガイド」「夏の生き物

展」が写真と共に掲載された

夏まつり カラー

363 中国新聞 平成21年8月13日 無料 夏まつりのイベント情報について掲載された 夏まつり 単色

364 中国新聞 平成21年8月15日 無料

夏まつり期間中のイベント「夏の生き物展」「湖畔のクラフト

コーナー」「竹工作」が紹介された

夏まつり 単色

365 中国新聞 平成21年8月22日 無料 なし園のイベント情報が写真と共に掲載された 夏まつり カラー

366 読売新聞 平成21年8月22日 無料

みのりの里「なし園」の実り状況、梨のもぎ取り体験開催に

ついて梨の写真と共に掲載された。

夏まつり 単色

367 山陽新聞 平成21年8月25日 無料

コスモスの開花状況、秋まつりのイベント情報と共に花の

広場の写真が掲載された

秋まつり

368 読売新聞 平成21年8月29日 無料

花の広場「ひょうたんトンネル」の植栽数、特徴に併せ、そ

のトンネル内の写真と共に掲載された

その他 カラー

369 中国新聞 平成21年9月6日 無料

みのりの里なし園のイベント「梨のもぎ取り体験」が掲載さ

れた

その他 単色

370 毎日新聞 平成21年9月12日 無料

秋まつり開催情報が花の広場花の展望台・コスモスの写

真と共に掲載された

秋まつり 単色

371 中国新聞 平成21年9月14日 無料

みのりの里「なし園」のナシのもぎ取り体験の様子が写真

と共に掲載された。

その他 カラー

372 朝日新聞 平成21年9月15日 無料 コスモスの開花状況が花の広場の写真と共に掲載された 秋まつり カラー

373 中国新聞 平成21年9月17日 無料 コスモスの開花状況が花の広場の写真と共に掲載された 秋まつり カラー

374 読売新聞 平成21年9月20日 無料

秋まつりの開催、コスモス開花情報が花の広場の写真と

共に掲載された

秋まつり カラー

375 中国新聞 平成21年9月26日 無料

梨のもぎ取り体験の成果、体験者数について管理センター

吉田係長の写真と共に掲載された。

その他 カラー

376 中国新聞（夕刊） 平成21年10月8日 無料

「情報交差点」ｺｰﾅｰ内に秋まつり開催期間、催し物の紹介

文が掲載された

秋まつり 単色

377 中国新聞（夕刊） 平成21年10月10日 無料

「情報交差点」ｺｰﾅｰ内に秋まつり開催期間、催し物の紹介

文が掲載された

秋まつり 単色

378 朝日新聞 平成21年10月10日 無料

ｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗの生態調査について、ﾏｰｷﾝｸﾞする児童の写真と

共に掲載された。

その他 単色

379 毎日新聞 平成21年10月10日 無料

公園内へ飛来したアサギマダラ観察の様子とアサギマダ

ラに連絡先を書き込む小学生の写真・アサギマダラの写

真と共に掲載された

その他 単色

380 読売新聞 平成21年10月10日 無料

公園内へ飛来したアサギマダラと生態調査について、アサ

ギマダラの写真と共に掲載された。

その他 カラー

381 中国新聞 平成21年10月12日 無料

9/3 開催された庄原ＧＧ協会実施のｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ月例会の

結果が掲載された

スポーツ大会 単色

382 中国新聞 平成21年10月15日 無料

ｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗが庄原東小学校、高小学校両校の生徒が植え

たﾌｼﾞﾊﾞｶﾏに飛来したことについてｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗ写真と

その他 カラー

383 中国新聞 平成21年10月17日 無料

みのりのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ「神楽と花火の響演」開催情報が「ｲﾍﾞﾝ

ﾄﾅﾋﾞ」のｺｰﾅｰ内にて掲載された

秋まつり 単色

384 朝日新聞 朝日新聞 平成21年10月28日 無料

そごう広島店に公園のもみの木を使用したｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ前

にて広島市内の園児による合唱や点灯が行われた様子

が

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

385 毎日新聞 平成21年10月30日 無料

「広島県平成20年観光施設利用ﾍﾞｽﾄ12」内にて、第5位と

して「きゅうの丘」の写真、ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報

が

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

386 中国新聞 中国新聞 平成21年11月1日 無料

みのりの里ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ国兼2階にて開催の庄原市田園

文化ｾﾝﾀｰ主催の「庄原英学校設立記念行事が掲載され

た

その他 カラー

387 中国新聞 平成21年11月3日 無料

10/15付け掲載「ｱｻｷﾞﾏﾀﾞﾗの生態調査」の記事により多く

目撃情報が寄せられたことについて掲載された

その他 単色

388 毎日新聞 平成21年11月7日 無料

天皇陛下在位二十年慶祝行事、国営公園無料入園日が

掲載された。

その他 カラー

389 中国新聞 平成21年11月11日 無料 11/23開催「狼煙」について掲載された イベント カラー

390 読売新聞 平成21年11月13日 無料

そごう広島店に公園のもみの木で作られたツリーに園児

が願い事を書いたカードを飾った記事がツリーの写真と共

に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

391 中国新聞 平成21年11月19日 無料

ｸﾞﾘｰﾝｳｲﾝｽﾞさとやまと県大が開発した「赤い宝石いちご

ｼﾞｬﾑ」がｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009期間中に販売する

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

392 朝日新聞 平成21年11月21日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報、ﾃｰﾏ、ｲﾍﾞﾝﾄ情報が中の

広場の光の森、ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰの写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

393 中国新聞 平成21年11月22日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催期間やｲﾍﾞﾝﾄ情報などが光の

森、ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰの写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

394 毎日新聞 平成21年11月22日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催期間やｲﾍﾞﾝﾄ情報などが「ｼｬﾝ

ﾊﾟﾝｸﾞﾗｽﾂﾘｰ、ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ、光の街並み」の写真と共に掲

載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

395 読売新聞 平成21年11月22日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催期間やｲﾍﾞﾝﾄ情報などが「ｽﾀｰ

ﾗｲﾄﾂﾘｰ、光の街並み」の写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

396 中国新聞 平成21年11月24日 無料

ウインターイルミネーション2009の見学プランがちゅーピー

ﾂｱｰ内にて掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

397 中国新聞 ひろでん中国新聞旅行 平成21年11月25日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009の日帰りﾂｱｰの募集が「ｸﾞﾗｽﾂﾘｰ・

光の街並み」の写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

398 山陽新聞 平成21年11月29日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催についてｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ、光の森

の写真と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

399 中国新聞 平成21年12月3日 無料

「光のまち庄原」丘陵公園の入園者を市内も呼び込むＰＲ

事業について、掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

400 ｻﾞ･ｳｨｰｸﾘｰ･ﾌﾟﾚｽﾈｯﾄ (株)ﾌﾟﾚｽﾈｯﾄ本社 平成21年12月4日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報が「企画/ｸﾘｽﾏｽ大特集」

内に「光の森」の写真と共に掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

401 中国新聞 平成21年12月11日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報、影絵劇「鶴の恩返し」が

写真と共に紹介された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

402 中国新聞 平成21年12月12日 無料 ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催について掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

403 中国新聞 平成21年12月15日 無料

09/11/07庄原市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰＧＧ大会開催が掲載さ

れた。

スポーツ大会 単色

404 中国新聞 平成21年12月16日 無料

庄原市ＰＲの一環で市中心部ﾏｯﾌﾟ配布箇所として備北丘

陵公園が掲載された

その他 カラー
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405 読売新聞 平成21年12月16日 無料

連携事業企画として開催中の「2009光のまち庄原」が西本

町のｼﾝﾎﾞﾙﾂﾘｰの写真と共に掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

406 中国新聞 平成21年12月24日 無料

「今週の催し」掲載内にｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009開催情報が

掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

407 中国新聞（夕刊） 平成21年12月25日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009の開催情報、ｲﾍﾞﾝﾄ情報が掲載され

た

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

408 中国新聞 平成21年12月26日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2009の開催情報、ｲﾍﾞﾝﾄ情報が掲載され

た

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

409 山陽新聞 平成22年1月9日 無料

冬咲きぼたん展の開催情報が「ぼたん」の写真と共に掲載

された

冬咲きぼたん 単色

410 毎日新聞 平成22年1月10日 無料

ひばの里さとやま屋敷の「冬咲きぼたん展」開催情報がぼ

たんの写真と共に掲載された

冬咲きぼたん 単色

411 中国新聞 平成22年1月13日 無料

冬咲きぼたん展の開催情報が「ぼたん」の写真と共に掲載

された

冬咲きぼたん カラー

412 読売新聞 平成22年1月20日 無料

冬咲きぼたん展開催情報や、品種がぼたんの写真と共に

掲載された

冬咲きぼたん カラー

413 中国新聞Ｃｕｅ 平成22年2月20日 無料

スイセンファンタジー2010告知。スイセンガーデンのカラー

写真にイベント日程を掲載した。

スイセン カラー

※２月２０日（土）掲載予定

2月19日に近藤氏より

414 中国新聞 平成22年3月8日 無料

公園内で開催された庄原ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会月例会大会結果

について掲載された

スポーツ大会 単色

415 中国新聞 平成22年3月20日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報、品種などがｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ

の画像と共に掲載された

スイセン カラー

416 朝日新聞 平成22年3月25日 無料

ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010開催情報、開花品種の紹介がｽｲｾﾝ

ｶﾞｰﾃﾞﾝの写真と共に掲載された

スイセン カラー

417 山陽新聞 平成22年3月26日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ」開催中の様子が「ｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」の画像と

共に掲載される

スイセン カラー

418 読売新聞 平成22年3月29日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ」開催中の様子が「ｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ」の画像と

共に掲載される

スイセン カラー
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

1 備北のかがやきvol.１（4-8月） 備北観光ﾈｯﾄﾜｰｸ 平成22年4月1日 無料

庄原市内ｲﾍﾞﾝﾄ特集ﾍﾟｰｼﾞにて春まつり、夏まつり、

SETSTOCK'10の開催情報などが花の広場、大芝生広場

春まつり カラー

2 NNNｽﾄﾚｲﾄﾆｭｰｽ（Web） 広島テレビ 平成22年4月6日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの動画と共

に放送された

スイセン カラー

3 ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞふぉー：情報ﾘｻｰﾁ RCC中国放送 平成22年4月19日 無料

「春を楽しむ旅」の特集内にて春まつり開催情報が、花の

広場の画像と共に掲載された

春まつり カラー

4 ぶらり中国道：初夏のおでかけ NEXCO西日本 平成22年4月21日 無料

公園一般情報からさとやまの体験について、ひばの里内

の画像と共に掲載された。

初夏の花物語 カラー

5 Get Hiroshima（web） 産興株式会社 平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

6 tjtj．net（web） 産興株式会社 平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

7 ええのう広島（web） 産興株式会社 平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

8 ｶﾛｯﾂｪﾘｱ　ｶｰﾅﾋﾞ搭載 産興株式会社 平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

9 ﾀｳﾝ情報広ﾃﾚ！（web） 産興株式会社 平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

10 ひろしまﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ（mobile） 産興株式会社 平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

11 ひろしまﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ（web） 産興株式会社 平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

12 「街のコバヤシくん」（ﾓﾊﾞｲﾙ）

産興株式会社（広島ﾃﾚ

ﾋﾞと共同運営）

平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

13 子育て応援団（mobile) 産興株式会社 平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

14 asahi．com 朝日新聞社 平成22年4月27日 無料

春まつり開催情報、ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ開花について、花の広場の画

像と共に掲載された

春まつり カラー

15 Yahooﾆｭｰｽ 平成22年5月23日 無料 ﾙﾋﾟﾅｽ・ｼｬｰﾚﾎﾟﾋﾟｰ開花情報について掲載（画像ナシ） 初夏の花物語

16 毎日jp 毎日新聞社 平成22年5月23日 無料 ﾙﾋﾟﾅｽ・ｼｬｰﾚﾎﾟﾋﾟｰ開花情報について掲載（画像ナシ） 初夏の花物語

17 中国新聞写真ｸﾗﾌﾞ 平成22年5月25日 無料 ５月29日写真教室開催について掲載された その他 単色

18 １ch　ＭＵＳＩＣ 日本海テレビ 平成22年5月30日 無料 週間番組表内にて「SETSTOCK'10の大特集」と掲載 コンサート 単色

19 ぶらり中国道：初夏のおでかけ NEXCO西日本 平成22年6月2日 無料

掲載情報の延長(4/21から掲載)　内容：公園一般情報、さ

とやまの体験について、ひばの里内の画像

初夏の花物語 カラー

20 山陽新聞 平成22年6月2日 無料

ｼｬｰﾚﾎﾟﾋﾟｰの開花情報、品種、入園料金等について花の

広場の画像と共に掲載された

初夏の花物語 カラー

21 SETSTOCK'10 (株)夢番地 平成22年6月6日 無料

SETSTOCK'10出演ｱｰﾃｨｽﾄ第3弾の発表と、ｽﾃｰｼﾞ情報が

出演者の画像と共に掲載された。

コンサート カラー

22 The Chugoku Shinbun 中国新聞社 平成22年6月9日 無料

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ観察会の様子（庄原高小、東小学校児童によるﾌ

ｼﾞﾊﾞｶﾏの植栽）など、観察会の写真と共に掲載された

その他 カラー

23 毎日jp 毎日新聞社 平成22年6月9日 無料

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ観察会の様子（庄原高小、東小学校児童によるﾌ

ｼﾞﾊﾞｶﾏの植栽）など掲載された。

その他 単色

24 しょうばらMax観光情報ｻｲﾄ

庄原市観光協会連合

会

平成22年6月12日 無料

宮角孝雄写真展開催について、みのりの里ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ

国兼2階の画像と共に掲載された。

その他 カラー

25 NHK広島県のﾆｭｰｽ NHK広島 平成22年6月13日 無料 宮角孝雄写真展開催について、掲載された。 その他 単色

26

The Chugoku Shinbun

ONLINE　地域ﾆｭｰｽ

中国新聞 平成22年6月17日 無料

ｻｻﾕﾘ特別公開、開催情報などがｻｻﾕﾘの画像と共に掲載

された。

初夏の花物語 カラー

27 Yahooﾆｭｰｽ（毎日jp） 平成22年6月17日 無料 ササユリ特別公開、開催の詳細情報などが掲載された。 初夏の花物語 単色

28 毎日jp 毎日新聞社 平成22年6月17日 無料

ササユリ特別公開、開花情報などが掲載された。　（6/17

付毎日新聞朝刊記事と同内容）

初夏の花物語 単色

29 NHKｵﾝﾗｲﾝ地域ﾆｭｰｽ NHK広島 平成22年6月20日 無料

花の広場にて開催された「切り花体験」の様子について、

花の広場の様子や体験者の話などが掲載された

初夏の花物語 カラー

30 HONDA　ｶｰﾅﾋﾞ搭載

株式会社MAP＆

NEWS．Net

平成22年6月25日 無料

ホンダ提供のカーナビサイト「HONDAレジャースポット」に

公園情報を掲載するもので、継続している

公園一般 カラー

31 RCCﾈｯﾄ RCC中国放送 平成22年6月27日 無料

SETSTOCK'10開催情報、出演者第4弾発表について、出

演者の画像と共に掲載された。

コンサート

32 CityDo！ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ特集 株式会社サイネックス 平成22年7月1日 無料

ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ特集：ｵｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ内の「じゃぶじゃぶ池」、ｲﾍﾞﾝﾄ

情報内へ「夏まつり」開催情報が掲載された

夏まつり カラー

33 ぶらり中国道

西日本高速道路株式

会社

平成22年7月1日 無料

あじさい情報内にて、公園のｱｼﾞｻｲの品種や、公園へのア

クセス方法がｱｼﾞｻｲの画像と共に掲載された。

初夏の花物語 カラー

34 さんようﾀｳﾝﾅﾋﾞ 山陽新聞 平成22年7月3日 無料

ｱｼﾞｻｲ開花情報、来園者の感想などがひばの里ｱｼﾞｻｲ園

のｱｼﾞｻｲの画像と共に掲載された。

初夏の花物語 カラー

35 毎日jp　広島 毎日新聞 平成22年7月7日 無料 ｱｼﾞｻｲ開花情報、品種などについて掲載された。 初夏の花物語 単色

36 Yahoo地域ﾆｭｰｽ 毎日jp（毎日新聞社） 平成22年7月9日 無料 ｱｼﾞｻｲ開花情報、品種などについて掲載された。 初夏の花物語 単色

37 RCCﾆｭｰｽ RCC中国放送 平成22年7月30日 無料

SETSTOCK'10開催に向けて準備中の会場（芝生広場）の

様子、出演者（氣志團）がｱﾙﾊﾟｰｸにてﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄを

コンサート カラー

38 RCCﾆｭｰｽ RCC中国放送 平成22年7月31日 無料

SETSTOCK'10開催の様子、ｺﾝｻｰﾄ来場者人数14000人に

ついて動画と共に掲載

コンサート カラー

39 中国新聞ONLINE 中国新聞社 平成22年8月1日 無料

SETSTOCK'10開催の様子や、災害募金を募りながら開催

したことについて

コンサート カラー

40 しょうばら観光情報ｻｲﾄ 平成22年8月4日 無料

入園者600万人達成のｾﾚﾓﾆｰの開催

目録贈呈の様子の映像と共に掲載された

その他 カラー

41 中国新聞ONLINE 中国新聞社 平成22年8月5日 無料

入園者600万人達成のｾﾚﾓﾆｰの様子が画像と共に掲載さ

れた

その他 カラー

42 NHKﾆｭｰｽ NHK全国 平成22年8月8日 無料

前原国土大臣が庄原市土砂災害地へ視察。公園管理棟

内において行われた記者会見について掲載された

その他 カラー

43 広島ﾆｭｰｽ食たいんじゃー ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾗｲﾌ 平成22年8月21日 無料

夏まつり開催情報や、ｷｬﾝﾌﾟ場（じゃぶじゃぶ池）の画像と

共に掲載された

夏まつり カラー

44 コスモス開花情報 JR情報システム 平成22年8月24日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

45 おはよう中国 NHK広島 平成22年8月30日 無料

「梨のもぎ取り体験」開催について体験の様子の映像と共

に放送された（2回）

夏まつり カラー

46 毎日新聞 平成22年8月30日 無料

梨のもぎ取り体験の開催、品種について、体験の様子に

ついて掲載された

夏まつり 単色
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

47 Yahoo！JAPAN、じゃらんnet、JR西、

インフォメーションテクノ

ロジー関西

平成22年9月1日 無料 コスモスの開花情報が掲載された 秋まつり

48 日刊ウォーカー 平成22年9月1日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

49  iｴﾘｱ 平成22年9月9日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

50 ﾄﾞｺﾓ i ｺﾝｼｪﾙ　週末イベント情報 平成22年9月9日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

51 日産ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞｼﾞｮｯｷｨｰ RSKラジオ（岡山） 平成22年9月11日 無料

秋まつり開催がイベントやコスモスの情報、きゅうの丘の

画像や、北入口にて撮影された画像と共に掲載された

秋まつり

52 しまね情報ナビ

株式会社ワコムアイ

ティ

平成22年9月22日 無料

国道５４号線、184号線区間のお出かけスポット内にて紹

介、掲載

秋まつり

53 アサヒコム 朝日新聞 平成22年9月27日 無料

秋まつりの開催について、花の広場（ｷﾊﾞﾅｺｽﾓｽ・来園者）

の動画・静止画と共に掲載された

秋まつり カラー

54 じゃらん観光ガイド

(株)ﾘｸﾙｰﾄ／じゃらん

net

平成22年10月31日 無料

観光ｶﾞｲﾄﾞｺｰﾅｰ内にて「ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2011」の開催情

報がｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰの画像と共に掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

55 そごう広島店催し物＆フェア そごう広島店 平成22年10月31日 無料

公園からの贈り物が来たと店舗催し案内ないにﾂﾘｰの画

像と共に掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

56 中国新聞ｵﾝﾗｲﾝ 中国新聞 平成22年10月31日 無料

そごう広島店入口へ備北の贈り物のﾂﾘｰを設置。市内の

園児が点灯式にｸﾘｽﾏｽにお歌をﾂﾘｰの前で披露した

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

57 RCCﾆｭｰｽ　地域情報 RCC中国放送 平成22年11月19日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催について、ひばの里銀河鉄道

の画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

58 asahi．com 朝日新聞 平成22年11月25日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報が、ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾈﾙやﾍﾟｶﾞｻｽの

画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

59 さんようﾀｳﾝﾅﾋﾞ

山陽新聞社・岡山生活

情報サイト

平成22年12月3日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報、会場案内などが光ﾙ森・

ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰの画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

60 山陽タウンナビβ版 山陽新聞 平成22年12月3日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報、会場情報が中の広場の

画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

61 山陽新聞WEB NEWS 平成22年12月3日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報、会場情報が中の広場の

画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

62 庄原焼きﾆｭｰｽ

庄原焼きﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ連絡

会議事務局

平成22年12月5日 無料

ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ開催日時の紹介と合わせてｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ開催時

の出店について掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

63

2010ｾﾞﾝﾘﾝいつもなび　ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ人

気ﾗﾝｷﾝｸﾞ

(株)ｾﾞﾝﾘﾝ 平成22年12月23日 無料

ｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ人気ﾗﾝｷﾝｸﾞ31位評価が光の森の画像と

共に掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

64 広島県のﾆｭｰｽ NHK広島放送局 平成22年12月25日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催時、花火の打ち上げや、ｺﾝｻｰ

ﾄについて掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

65 ぶらり中国道 NEXCO西日本 平成23年1月1日 無料

広島県内の1月のｲﾍﾞﾝﾄ情報ｺｰﾅｰ内にて「冬咲きぼたん

展」開催日時、場所などが掲載された。

冬咲きぼたん 単色

66 SETSTOCK'11 夢番地 平成23年1月5日 無料

2011開催のSETSTOCK'11開催日が発表について掲載さ

れた

コンサート カラー

67 SETSTOCK'11　mobile 夢番地 平成23年1月5日 無料

2011開催のSETSTOCK'11開催日が発表について掲載さ

れた

コンサート カラー

68 しょうばらさとやま博

庄原市観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実

行委員会

平成23年1月6日 無料

ひばの里さとやま屋敷の正月ｲﾍﾞﾝﾄについて、正月遊具の

画像と共に掲載された

冬 カラー

69 しょうばらさとやま博

庄原市観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実

行委員会

平成23年1月6日 無料

「ｸﾘｽﾏｽﾄﾚｲﾝで行く」ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの旅のﾂｱｰが開催

された様子が北入口会場の画像と共に掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

70 じゃらん観光ガイド （株）ﾘｸﾙｰﾄ 平成23年1月7日 無料 「冬咲きぼたん展」開催について掲載された 冬咲きぼたん カラー

71 広島百科

JTB協定旅館ホテル連

盟

平成23年1月7日 無料

１月開催ｲﾍﾞﾝﾄ紹介ｺｰﾅｰ内にて「冬咲きぼたん展」開催に

ついて掲載された

冬咲きぼたん カラー

72 Yahoo！ﾆｭｰｽ 毎日jp 平成23年1月9日 無料

冬咲きぼたんて展のぼたんの特徴や、開催期間など掲載

された。

冬咲きぼたん 単色

73 中国新聞ｵﾝﾗｲﾝ 中国新聞社 平成23年1月9日 無料

冬咲きぼたん展開催について。来園者のｺﾒﾝﾄなどぼたん

の画像と共に掲載された。

冬咲きぼたん カラー

74 毎日jp 平成23年1月9日 無料

冬咲きぼたん展のぼたんの特徴や、開催期間など掲載さ

れた。

冬咲きぼたん カラー

75 中国新聞ｵﾝﾗｲﾝ 中国新聞 平成23年1月12日 無料

丘陵公園での韓国ドラマ「サイン」の撮影について、出演

俳優の画像と共に掲載された。

その他 カラー

76 しょうばらさとやま博

庄原市観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実

行委員会

平成23年1月20日 無料

ひばの里さとやま屋敷にて開催の冬咲きぼたん展開催に

ついて、ぼたんの画像と共に掲載された

冬咲きぼたん カラー

77 JRおでかけnet JR西日本 平成23年1月22日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011」開催情報が「広島県観光ｽﾎﾟｯﾄ」ｺｰ

ﾅｰ内にてｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの動画と共に掲載された。

スイセン カラー

78

JAFナビ・春のドライブコース

〔未確認〕

社団法人日本自動車

連盟広島支部

平成23年2月15日 無料

JAF会員向けサイト内にて、ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011、春まつり

開催情報についてｽｲｾﾝ・花の広場（絵模様）の

冬ぼたん展 カラー

79 じゃらん観光ガイド

（株）ﾘｸﾙｰﾄ／じゃらん

net

平成23年3月1日 無料

地域情報（ジャンル：花）の特集内にて「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ

2011」開催情報についてスイセンの画像と共に掲載された

スイセン

80 JIM通 （株）ﾌﾟﾚｽﾈｯﾄ 平成23年3月20日 無料

ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011について、開催ｲﾍﾞﾝﾄについて、スイセ

ンの画像と共に掲載された。

スイセン

81 Yahoo！地域情報 Yahoo！ 平成23年3月20日 無料

地域情報（ジャンル：花）の特集内にて「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ

2011」開催情報についてスイセンの画像と共に掲載された

スイセン

82 しょうばらMAX観光情報ｻｲﾄ 庄原市観光協会 平成23年3月20日 無料

ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011開催の様子がスイセンの画像と共に掲

載された。

スイセン

83

ﾌﾞﾝｶｯｷｰﾈｯﾄひろしま　ひろしま文化・

情報ﾈｯﾄ

公益財団法人ひろしま

文化振興財団

平成23年3月20日 無料

ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011について、開催ｲﾍﾞﾝﾄについてスイセン

の画像と共に掲載された。

スイセン

84 かんぽの郷庄原 [未確認] かんぽの郷庄原 平成23年3月31日 無料 夏の公園情報（びっくりシャワー画像）掲載 夏まつり カラー

■テレビ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

85 おはよう日本 NHK 平成22年4月4日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの映像と共

に放送された

スイセン カラー

86 ﾆｭｰｽｺｰﾅｰ内 NHK 平成22年4月4日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの映像と共

に放送された

スイセン カラー

87 おはようひろしま NHK 平成22年4月5日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの映像と共

に放送された

スイセン カラー

88 NNNｽﾄﾚｲﾄﾆｭｰｽ 広島テレビ 平成22年4月6日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの映像と共

に放送された

スイセン

89 旬感★テレビ派ッ！ 広島テレビ 平成22年4月6日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの映像と共

に放送された

スイセン

90 ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞふぉー RCC中国放送 平成22年4月19日 無料

「春を楽しむ旅」の特集内にて春まつり開催情報が、花の

広場の映像と共に放送された

春まつり カラー

91

SETSTOCK'10 ＣＭ　　　　　　　　　〔未

確認〕

株式会社　夢番地 平成22年4月20日 無料

「SETSTOCK'10」出演ｱｰﾃｨｽﾄの第1弾発表について放送

された

コンサート カラー

92 SETSTOCK'10 ＣＭ 株式会社　夢番地 平成22年4月21日 無料

SETSTOCK'10開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄについて、大芝生

広場のｺﾝｻｰﾄ映像と共に放送された

コンサート カラー

93 JNNﾆｭｰｽ RCC中国放送 平成22年4月25日 無料 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ開花について、花の広場の映像と共に放送された 春まつり カラー

- 別紙 233 -



No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

94 ﾆｭｰｽ645 NHK広島 平成22年4月25日 無料

「たたら鉄づくり」開催の様子が映像（鞴）と共に放送され

た。

春まつり カラー

95 J-ｽﾃｰｼｮﾝ HOME広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ 平成22年4月26日 無料 春まつり開催情報が花の広場の映像と共に放送された 春まつり

96 おはよう中国 NHK広島 平成22年4月30日 無料

（朝2回・昼1回・夕方1回）春まつり開催情報、開花状況を

花の広場の写真と共に放送された

春まつり カラー

97 旬感ﾃﾚﾋﾞ派 HTV広島ﾃﾚﾋﾞ 平成22年5月3日 無料

春まつり開催情報が花の広場の画像、入園者数が放送さ

れた

春まつり カラー

98 ﾆｭｰｽ645 NHK広島 平成22年5月4日 無料 春まつり開催情報、入園 春まつり カラー

99 満点ママ「いまからいくけんどう」 テレビ新広島 平成22年5月5日 無料

県道442号を取材される途中、春まつりを行っている所にこ

られた。

公園一般

100 ﾆｭｰｽ HOME広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ 平成22年5月22日 無料

ｼｬｰﾚﾎﾟﾋﾟｰ・ﾋﾅｹﾞｼの開花情報等が花の広場の映像と共に

放送された（ﾆｭｰｽのバック画像）

初夏の春物語 カラー

101 １ch MUSIC 日本海テレビ 平成22年5月30日 無料 会場の公園の各所からSETSTOCK'10の見所を紹介。 コンサート カラー

102 ﾆｭｰｽ645　〔未確認〕 NHK広島 平成22年6月13日 無料

宮角孝雄写真展「GROUND ZERO希望の神話」開催の様

子がｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ2階の会場の映像と共に放送された。

その他 カラー

103 HOMEﾃﾚﾋﾞ　〔未確認〕 HOME広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ 平成22年6月14日 無料

ﾗｰｸｽﾊﾟｰ満開の様子が花の広場の映像と共に放送され

た。

初夏の春物語 カラー

104 旬感ﾃﾚﾋﾞ派　〔未確認〕 広島テレビ 平成22年6月14日 無料

宮角孝雄写真展「GROUND ZERO希望の神話」開催の様

子がｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ2階の会場の映像と共に放送された。

その他 カラー

105 NHK地域ﾆｭｰｽ NHK広島 平成22年6月20日 無料

花の広場にて開催された「切り花体験」の様子が、花の広

場や体験者の映像と共に放送された。

初夏の春物語 カラー

106 SETSTOCK　TV RCC中国放送 平成22年7月8日 無料

SETSTOCK'10開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄの紹介、ステージな

どが、ｺﾝｻｰﾄ会場の映像と共に放送された。

コンサート 60 カラー

107 RCCﾆｭｰｽ RCC中国放送 平成22年7月30日 無料

SETSTOCK'10開催に向けて準備中の会場（芝生広場）の

様子、出演者（氣志團）がｱﾙﾊﾟｰｸにてﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄを

コンサート カラー

108 RCCﾆｭｰｽ RCC中国放送 平成22年7月31日 無料 SETSTOCK'10開催の様子、ｺﾝｻｰﾄ来場者人数14000人 コンサート カラー

109 RCCﾆｭｰｽ RCC中国放送 平成22年8月1日 無料

SETSTOCK'10開催の様子、ｺﾝｻｰﾄ来場者人数についてコ

ンサート会場の映像と共に放送された

コンサート カラー

110 NNNﾆｭｰｽ HTV広島ﾃﾚﾋﾞ 平成22年8月4日 無料

入園者数600万人達成のｾﾚﾓﾆｰの開催様子目録贈呈の

様子の映像と共に放送された

その他 カラー

111 ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞふぉー RCC中国放送 平成22年8月7日 無料

ﾚﾎﾟｰﾀｰが実際に竹の水鉄砲やびっくりｼｬﾜｰを体験した様

子や「真昼のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ」の映像と共に夏まつり開催情報

が放送された

夏まつり カラー

112 NHKﾆｭｰｽ NHK全国 平成22年8月8日 無料

前原国土大臣が庄原市土砂災害地へ視察。公園管理棟

内において行われた記者会見が放送された

その他 カラー

113 おはよう中国 NHK広島 平成22年8月30日 無料

「梨のもぎ取り体験」開催について体験の様子の映像と共

に放送された（2回）

夏まつり カラー

114 RCCﾆｭｰｽ　地域情報 RCC中国放送 平成22年11月19日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催について、ひばの里銀河鉄道

の画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

115 NHK広島 NHK広島放送局 平成22年12月25日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催時、花火の打ち上げや、ｺﾝｻｰ

ﾄについて映像と共に放送された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

116 おはようひろしま NHK広島 平成23年1月19日 無料

冬咲きぼたん展の様子。積雪のあるさとやま屋敷の画像と

共に放送された。

冬咲きぼたん カラー

117 百歳バンザイ！ふるさとｽﾍﾟｼｬﾙ NHK広島 平成23年1月21日 無料

全国の百歳の方を紹介する番組。さとやま屋敷の映像も

放送予定

その他 カラー

118 広島満点ママ RCC中国放送 平成23年3月23日 無料

「今から行く県道」のｺｰﾅｰ内（再放送）にてＨ22．春まつり

について放送（中止）

春まつり カラー

■ラジオ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

119

おはようときめきタイム「すてきにﾃｨｰ

ﾀｲﾑ」

FMふくやま 平成22年4月9日 無料

「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催情報、遅咲き品種の紹介、春ま

つり開催について放送

スイセン

120 ＦＭひろしま 平成22年4月20日 無料 春まつりや開花状況について放送 春まつり

121 ＦＭはつかいち 平成22年4月30日 無料

春まつり開催と開花状況について電話にて回答・放送され

た

春まつり

122

おはようときめきタイム「すてきにﾃｨｰ

ﾀｲﾑ」

FMふくやま 平成22年4月30日 無料 春まつりイベント、花開花情報をお伝えした。 春まつり 5

123

おはようときめきタイム「すてきにﾃｨｰ

ﾀｲﾑ」

FMふくやま 平成22年6月18日 無料 シャーレーポピーなど開花情報を紹介 初夏の花物語

124

おはようときめきタイム「すてきにﾃｨｰ

ﾀｲﾑ」

FMふくやま 平成22年7月13日 無料

山陽新聞掲載記事。ひばの里ｱｼﾞｻｲ園のｱｼﾞｻｲの開花情

報、品種など、夏まつりの紹介を含めて紹介（放送）

初夏の花物語 3

125 日産ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞｼﾞｮｯｷｨｰ RSKﾗｼﾞｵ（岡山） 平成22年9月11日 無料

秋まつり開催がイベントやコスモスの情報と合わせて放送

された

秋まつり

126 FMちゅーぴー週末おでかけｽﾃｰｼｮﾝ2 FMちゅーぴー 平成22年9月17日 無料

9月17日（金）17時00分～17時30分　番組出演（電話インタ

ビュー）　内海

秋まつり

127 NHK FM　ゆうなびスペシャル NHK 平成22年11月26日 無料

ウインターイルミネーションの概要（開催期間、規模、特徴

など）を、フリーライターの田中さんが紹介

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

※田中さん　090-5902-

6648　雑誌取材で来園あり

128

ＦＭはつかいち「ぐっどもーにんぐ

761」

ＦＭはつかいち 平成23年3月24日 無料

スイセンファンタジー2011、イベント、開花状況について電

話インタビューにて紹介

スイセン 15

放送エリア：廿日市市、広

島市佐伯区、西区

■雑誌・情報誌

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

129 smile　4月号

（株）山陽折込広告ｾﾝ

ﾀｰ

平成22年4月1日 無料

公園一般、春まつり開催情報が、花の広場・ひばの里・ｻｲ

ｸﾘﾝｸﾞの画像と共に掲載された

春まつり カラー

130 じゃらん中国・四国 リクルート 平成22年4月1日 無料

春まつり開催情報が花の広場の画像、ﾙﾋﾟﾅｽの画像と共

に掲載された

春まつり カラー

131 子育てｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ2010年度版

（財）ひろしまこども夢

財団

平成22年4月1日 無料

「子ども連れにやさしい施設」の特集内へ公園施設情報が

掲載された

公園一般 単色

132 広報しょうばら（4月） 庄原市役所企画課 平成22年4月5日 無料

本紙表紙へｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの画像掲載。「備北丘陵公園だよ

り」内にて、春まつり開催情報、開花情報、

春まつり カラー

133 ﾜｲﾔｰﾏﾏ岡山県版　5月号 株式会社のぶひで 平成22年4月10日 無料

ﾚｼﾞｬｰ特集内に春まつり、公園一般情報が、きゅうの丘、

花の広場の画像と共に掲載された。

春まつり カラー

134

中四国ｽﾎﾟｰﾂ・ﾌｨｯﾄﾏｶﾞｼﾞﾝFITS5.6月

号

（財）KG情報 平成22年4月15日 無料

公園一般情報、施設内容についてｻｲｸﾘﾝｸﾞ・ﾙﾋﾟﾅｽの画像

と共に掲載された

公園一般 カラー

135 wink　5月号 株式会社ｱｽｺﾝ 平成22年4月23日 無料

春まつり開催、花情報が花の広場の画像と共に掲載され

た

春まつり カラー

136 TjHiroshima　5月号 産興株式会社 平成22年4月25日 無料

春まつり開催情報が花の広場の写真と共に「表紙」「遊び

場ｽﾎﾟｯﾄ＋寄り道グルメ」特集内にて掲載された

春まつり カラー
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

137 TjHiroshima　5月号 産興株式会社 平成22年4月25日 無料

SETSTOCK'10開催情報について、出演者写真と共に掲載

された

コンサート カラー

138 Workin4/26-5/9

株式会社廣済堂広島

営業所

平成22年4月26日 無料

春まつり開催情報が春まつりのﾁﾗｼの画像と共に掲載さ

れた

春まつり カラー

139 広報しょうばら（5月） 庄原市役所企画課 平成22年5月6日 無料

「備北丘陵公園だより」内にて、初夏の花物語の開催、ﾙﾋﾟ

ﾅｽ、ポピー、ｱｼﾞｻｲ開花情報、ｻｲｸﾘﾝｸﾞについて

初夏の花物語 単色

140 広島県観光便覧（21年度版） 広島県観光連盟 平成22年5月10日 無料 公園の施設情報、面積、催し物について掲載された 公園一般 単色

141 TjHiroshima　6月号 産興株式会社 平成22年5月11日 無料 SETSTOCK'10開催情報、出演者について掲載された。 コンサート カラー

142 Wink Hiroshima　（6月） 株式会社ｱｽｺﾝ 平成22年5月23日 無料

SETSTOCK'10開催日程、出演ｱｰﾃｨｽﾄ情報が掲載され

た。

コンサート カラー

143 ７ぴあ

株式会社ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｼﾞｬ

ﾊﾟﾝ

平成22年6月7日 無料

SETSTOCK'10開催日程、ﾁｹｯﾄ販売について、ｺﾝｻｰﾄ会場

「大芝生広場」の画像と共に掲載された。

コンサート カラー

144 OASIS　（6月） （株）夢番地 平成22年6月13日 無料

SETSTOCK'10裏1面にｺﾝｻｰﾄ開催日程、会場情報が神楽

殿ｺﾝｻｰﾄ様子の画像と共に掲載された。

コンサート カラー

145 OASIS　（7月） （株）夢番地 平成22年6月13日 無料

SETSTOCK'10ｵﾌｨｼｬﾙﾌﾞｯｸ発売や、ｾｯﾄｽﾄｯｸﾊﾟﾈﾙ展の開

催について掲載された。

コンサート 単色

146 広報しょうばら　7月号 庄原市役所企画課 平成22年7月5日 無料

「夏まつり」開催ｲﾍﾞﾝﾄ情報「ひばの里体験教室」「自然観

察」「SETSTOCK'10」などについて、「手打ちそば」の画像

と共に掲載された

夏まつり 単色

147 TjHiroshima　8月号 産興株式会社 平成22年7月25日 無料

お手軽体験ｲﾍﾞﾝﾄ・夏休みのﾁｬﾚﾝｼﾞ・特集ｺｰﾅｰ内にて、夏

まつり期間中の体験ｲﾍﾞﾝﾄが、ﾋｮｳﾀﾝﾄﾝﾈﾙ・大流し

夏まつり カラー

148 るるぶ情報板広島宮島’11 JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 平成22年8月1日 無料

秋まつり・ｷｬﾝﾌﾟ場・ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの開催や、通年体験ｲﾍﾞﾝﾄ

について、花の広場・きゅうの丘・ｽﾀｰﾗｲﾄﾂﾘｰ・

秋まつり カラー

149 広報しょうばら　8月号 庄原市役所企画課 平成22年8月5日 無料

「夏まつり」開催ｲﾍﾞﾝﾄ情報「ひばの里体験教室」「真昼のｲ

ﾙﾐﾈｰｼｮﾝ」など「ｶﾌﾞﾄﾑｼ」の画像と共に掲載された

夏まつり 単色

150 OASIS　（8月） （株）夢番地 平成22年8月10日 無料

SETSTOCK'10開催された会場などについてコメントが掲載

された

コンサート 単色

151 wink備後・福山　9月号 株式会社ｱｽｺﾝ 平成22年8月25日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

152 funfanfun10月 ガリバープロダクツ 平成22年9月1日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

153 TJ広島8月 平成22年9月1日 無料

夏まつり開催情報などについて「ﾋｮｳﾀﾝﾄﾝﾈﾙ」や体験イベ

ント画像が複数合わせて掲載された

秋まつり カラー

154 TJ広島9月 平成22年9月1日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

155 オートキャンパー10月 （株）八重洲出版 平成22年9月1日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

156 じゃらん関西中国四国10月 リクルート 平成22年9月1日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

157 スバルだより フェロールーム（株） 平成22年9月1日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

158 広島さんぽ秋9-10月

社団法人広島県観光

連盟

平成22年9月1日 無料

秋まつり開催情報、ｲﾍﾞﾝﾄ情報について花の広場（ｺｽﾓｽ）

の画像と「さとやま夢まつり」ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ開催情報が共

に掲載

秋まつり カラー

159 備北のかがやきvol.2　（9-11月） 備北観光ネットワーク 平成22年9月1日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載、備北公園管理センター法観光

秋まつり カラー

160 広報しょうばら　9月 庄原市役所企画課 平成22年9月5日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報、さとやま夢まつりについ

て掲載された

秋まつり カラー

161 くれえぱん10月

くれ・マスメディア・スタ

ジオ

平成22年9月21日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

162 広島注文住宅9月 平成22年9月21日 無料

お出かけ情報欄へ公園で開催しているｲﾍﾞﾝﾄ情報等が「手

打ちそば作り体験」の画像と共に掲載された

公園一般 カラー

163 TJ HIROSHIMA　10月 アスコン株式会社 平成22年9月25日 無料

秋まつり開催情報が花の広場：ｺｽﾓｽの画像と共に掲載さ

れた。

秋まつり カラー

164 道の駅旅案内秋号 ゼンリン 平成22年10月1日 無料

ｴﾘｱ別紹介欄内・備北ｴﾘｱにて秋まつりの開催情報がｺｽﾓ

ｽの画像と共に掲載

秋まつり カラー

165 園芸ｶﾞｲﾄﾞ2010秋号 （株）主婦の友社 平成22年10月8日 無料

秋まつり開催情報、イベント情報について「花の広場」の画

像と共に掲載

秋まつり カラー

166 関西中国四国じゃらん （株）リクルート 平成22年11月1日 無料

ｷﾗｷﾗｲﾙﾐｲﾍﾞﾝﾄ情報中国四国の特集内にｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰ

ｼｮﾝ2010開催情報が掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

167 広報しょうばら　11月 庄原市企画課 平成22年11月1日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報、会場案内、ﾏｲ・ｲﾙﾐﾈｰ

ｼｮﾝｺﾝﾃｽﾄ参加者公募など掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

168 JR西日本「旅こよみ12月号」

（株）京阪神エルマガジ

ン社

平成22年11月20日 無料

ウインターイルミネーションの概要をカラー写真1点と共に

掲載

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

JR西日本の主要駅にて配

布のほか、ウェブサイト「JR

169 bisene　2月 （株）ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 平成23年1月10日 無料

ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011開催について、ｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの画像と

共に掲載された。

スイセン カラー

170 趣味の園芸　1月 NHK趣味の園芸 平成23年1月21日 無料

冬咲きぼたんの展示についてさとやま屋敷の画像と共に

掲載された。

冬咲きぼたん カラー

171 ｴﾘｱｶﾞｲﾄﾞ広島　ガイドのとら広島

（株）まちなみｶﾝﾄﾘｰﾌﾟﾚ

ｽ

平成23年2月28日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2011開催について光のﾄﾝﾈﾙの画像と共

に掲載された。

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

172 WORKIN広島版3.21-3.27 （株）廣済堂 平成23年3月21日 無料

workinおｽｽﾒ！ｲﾍﾞﾝﾄ情報ｺｰﾅｰ内にてｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011

開催情報がｽｲｾﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの画像と共に掲載された

スイセン カラー

173

月刊ﾀｳﾝ情報ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ　4月　〔未確

認〕

平成23年3月28日 無料

ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011と春まつりについてｲﾍﾞﾝﾄ情報と共に掲

載（予定）

スイセン カラー

■紙媒体

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

174

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION 2010.4

夢番地 平成22年4月1日 無料

「SETSTOCK'10」開催日時、HPでの出演者の発表につい

て掲載された

コンサート 単色

175

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION 2010.4

夢番地 平成22年4月1日 無料

「SETSTOCK'10」開催日時、BLOG、ﾁｹｯﾄなどについて掲

載された

コンサート 単色

176

かんぽの郷庄原春の宿泊ﾌﾟﾗﾝ3/1-

5/31

かんぽの郷庄原 平成22年4月1日 無料

ｲﾍﾞﾝﾄ情報特集内に春まつり開催情報が花の広場の写真

と共に掲載された

春まつり カラー

177 中国新聞社ﾌｧﾐﾘｰ4月分 中国新聞 平成22年4月1日 無料

庄原市北自治振興ｾﾝﾀｰ主催行事「北地区歩く会」開催に

ついて掲載された

その他 単色

178 WEEKLY PRESNET4/23 株式会社ﾌﾟﾚｽﾈｯﾄ 平成22年4月23日 無料

春まつり開催情報について花の広場の写真と共に掲載さ

れた

春まつり カラー

179 街ing 株式会社ﾀｸｻｼｽﾃﾑｽﾞ 平成22年4月25日 無料 春まつり開催情報が花の広場の写真と共に掲載された 春まつり カラー

180

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION 2010.5

夢番地 平成22年5月1日 無料

「SETSTOCK'10」開催日時、BLOG、ﾁｹｯﾄなどについて掲

載された

コンサート 単色

181 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ5月 ｻ・ﾋﾞｯｸﾞ庄原店 平成22年5月1日 無料 春まつり開催情報・花・ｼﾙﾊﾞｰ料金について掲載された 春まつり 単色

182 広島県北ﾂｱｰ 読売旅行広島営業所 平成22年5月1日 無料

「3大花の散歩ｺｰｽ」ﾂｱｰｺｰｽ内にて画像と共に紹介・掲載

された。

初夏の花物語 カラー
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

183 ホンダカーズプレス広島

（株）アスコン　第二事

業部　中四国支店

平成22年5月15日 無料

ホンダディーラーの顧客宛印刷物

ドライブの立ち寄りスポットとして公園を紹介

公園一般 カラー

5/7　 メールにて依頼

5/11　校了

184 SETSTOCK'10ﾁｹｯﾄ購入広報誌 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 平成22年5月22日 無料

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄでのSETSTOCK'10ﾁｹｯﾄ購入方法、購入特典

（携帯待受、手ぬぐいﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ）について掲載。

コンサート カラー

185 山陽新聞折込 山陽印刷株式会社 平成22年5月31日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報について光の森画像と共

に掲載　隆嗣

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

186 かんぽの郷夏の宿泊ﾌﾟﾗﾝ かんぽの郷庄原 平成22年6月1日 無料 公園ｲﾍﾞﾝﾄ情報がｱｼﾞｻｲの写真と共に掲載 初夏の花物語 カラー

187 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ6月 THE BIG　庄原店 平成22年6月1日 無料 期間中の開花情報について掲載された 初夏の花物語 単色

188 ひろしま県民ｳｫｰｸin庄原

広島県健康福祉局健

康対策課・ひろしま健

康づくり

平成22年7月29日 無料

10/3-11/30開催のさとやま博のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄの開催会

場として画像と共に掲載、「ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会要綱」

スポーツ大会 カラー

189 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ8月 ｻ・ﾋﾞｯｸﾞ庄原店 平成22年8月1日 無料 夏まつり開催情報、イベント情報について掲載 秋まつり カラー

190 SETSTOCK'10　OFFICIAL BOOK 夢番地 平成22年8月10日 無料 SETSTOCK'10ｵﾌｨｼｬﾙﾌﾞｯｸ予約販売について掲載された コンサート 単色

191 YUMEBANCHI INFORMATION　8月 夢番地 平成22年8月10日 無料 SETSTOCK'10ｵﾌｨｼｬﾙﾌﾞｯｸ予約販売について掲載された コンサート 単色

192 RCCﾗｼﾞｵﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ RCC中国放送 平成22年9月1日 無料 出演ｺｰﾅｰについて掲載あり 秋まつり 単色

193 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ9月 ｻ・ﾋﾞｯｸﾞ庄原店 平成22年9月1日 無料 秋まつり開催情報、イベント情報について掲載 秋まつり カラー

194

YUMEBANCHI CONCERT

INFORMATION　11月

夢番地 平成22年11月1日 無料

SETSTOCK'10ｵﾌｨｼｬﾙﾌﾞｯｸ発売中のお知らせが出演ｱｰﾃｨ

ｽﾄの画像と共に、一面に掲載された

コンサート 単色

195 ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの旅・ﾂｱｰ広報誌 備北交通 平成22年11月1日 無料

ﾂｱｰ参加者公募・庄原市内のﾂｱｰに公園（ｲﾙﾐ見学・ﾃﾞｨ

ﾅｰ）がｺｰｽで組まれた

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

196 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ11月 ｻ・ﾋﾞｯｸﾞ庄原店 平成22年11月1日 無料 ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報が掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

197 狼煙際限ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

庄原市のろしプロジェク

ト実行委員会

平成22年11月23日 無料

昔常時法伝達の為に行われた狼煙。庄原市内8箇所のﾘ

ﾚｰ箇所の中の園内さくら展望台にて行われる狼煙の

その他 単色

198 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ12月 ｻ・ﾋﾞｯｸﾞ庄原店 平成22年12月1日 無料 ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報が掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

199 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ1月 ｻ・ﾋﾞｯｸﾞ庄原店 平成23年1月1日 無料

餅つき、おもてなし、とんどなど正月ｲﾍﾞﾝﾄについて掲載さ

れた。

冬 単色

200 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ2月 ｻ・ﾋﾞｯｸﾞ庄原店 平成23年2月1日 無料

丘陵公園ｲﾍﾞﾝﾄ情報ｺｰﾅｰ内にて、冬咲きぼたん展や節分

に因んだｲﾍﾞﾝﾄについて掲載された。

冬 単色

201 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ3月 ｻ・ﾋﾞｯｸﾞ庄原店 平成23年3月1日 無料

冬咲きぼたん展と、ひばの里さとやま屋敷でのおもてなし

などについて掲載された。

冬咲きぼたん

202 news paper　春2011

庄原市観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実

行委員会

平成23年3月20日 無料

2011年度開催行事について園内の画像（花の広場）と共

に掲載された。

春まつり カラー

203 RCCﾗｼﾞｵﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ10-11 RCCラジオ放送 平成23年10月1日 無料

「秋の花めぐり」内に、秋まつり開催について、コスモスの

画像と共に掲載された

秋まつり カラー

204 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ生活ｶﾚﾝﾀﾞｰ10月 ｻ・ﾋﾞｯｸﾞ庄原店 平成23年10月1日 無料

秋まつり開催期間の開催ｲﾍﾞﾝﾄ、庄原さとやま博やお花情

報について掲載された。

秋まつり 単色

205

かんぽの郷庄原

3/31-5/31 春の宿泊プラン

かんぽの郷庄原 平成23年3月31日 無料

かんぽの郷庄原近隣観光地紹介欄内にて、春まつり、初

夏の花物語り開催についてチューリップの開花した画像と

共に掲載された

春まつり カラー

■新聞

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

206 中国新聞 平成22年4月5日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、ﾂｱｰ、ｱｸｾｽ方法などが掲載さ

れた。

コンサート 単色

207 中国新聞 平成22年4月8日 無料

「情報交差点・行楽」欄内にて「ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2010」開催

情報が掲載された

スイセン

208 中国新聞 平成22年4月21日 無料

庄原3ｾｸと県大などが開発した「赤い宝石ｼﾞｬﾑ」の発売に

ついて掲載された

その他 カラー

209 朝日新聞 平成22年4月23日 無料

「GW東へ西へ」県内の催し物情報内にて春まつり開催、体

験教室等が掲載された。

春まつり 単色

210 中国新聞 平成22年4月26日 無料

「ｼﾞｮｲｽﾎﾟ中国」の欄内にて公園で開催された「庄原GG協

会月例会」の試合結果が掲載された

スポーツ大会 単色

211 朝日新聞 平成22年4月27日 無料

春まつり開催情報、ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ開花について、花の広場の画

像と共に掲載された

春まつり カラー

212 読売新聞 平成22年4月27日 無料

春まつり開催情報、ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ開花について、花の広場の画

像と共に掲載された

春まつり カラー

213 中国新聞 平成22年4月29日 無料

「情報交差点」内にて、春まつり開催情報、催しについて掲

載された。

春まつり 単色

214 中国新聞 平成22年4月30日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ第1弾発表につ

いて掲載された

コンサート 単色

215 中国新聞 平成22年5月1日 無料 SETSTOCK'10開催、出演ｱｰﾃｨｽﾄ情報が掲載された。 コンサート 単色

216 中国新聞（夕刊） 平成22年5月1日 無料 春まつり期間中ｲﾍﾞﾝﾄ情報が掲載された。 春まつり 単色

217 中国新聞 平成22年5月5日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ第1弾発表につ

いて掲載された。

コンサート 単色

218 中国新聞 平成22年5月6日 無料

「情報交差点」ｺｰﾅｰ内にて、春まつり開催情報、体験教室

について掲載された

春まつり 単色

219 中国新聞（夕刊） 平成22年5月7日 無料

ｲﾍﾞﾝﾄ情報ｺｰﾅｰ内にて、春まつり開催情報、体験教室に

ついて掲載された

春まつり 単色

220 中国新聞（夕刊） 平成22年5月8日 無料

「ｲﾍﾞﾝﾄﾅﾋﾞ」内にて春まつり開催情報、体験教室について

掲載された

春まつり 単色

221 中国新聞 平成22年5月13日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、出演者、チケット情報が出演

者画像と共に掲載。

コンサート 単色

222 中国新聞 平成22年5月15日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ第1弾発表につ

いて掲載された

コンサート 単色

223 中国新聞 平成22年5月20日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ第1弾発表につ

いて掲載された

コンサート 単色

224 中国新聞 平成22年5月21日 無料 SETSTOCK'10の開催情報、出演者について掲載された。 コンサート 単色

225 中国新聞 平成22年5月22日 無料

ｼｬｰﾚﾎﾟﾋﾟｰの開花情報が花の広場（ｼｬｰﾚﾎﾟﾋﾟｰ）の画像と

共に掲載された。

初夏の花物語 単色

226 山陽新聞 平成22年5月23日 無料 5/29日現在未掲載 初夏の花物語 単色

227 毎日新聞 平成22年5月23日 無料

ﾙﾋﾟﾅｽ、ｼｬｰﾚﾎﾟﾋﾟｰの開花情報がﾙﾋﾟﾅｽの画像と共に掲載

された。

初夏の花物語 単色

228 読売新聞 平成22年5月24日 無料

ﾙﾋﾟﾅｽ、ｼｬｰﾚﾎﾟﾋﾟｰの開花情報がﾙﾋﾟﾅｽの画像と共に掲載

された。

初夏の花物語 単色
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229 中国新聞 平成22年5月25日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ、ﾁｹｯﾄ購入方法

などが出演ｱｰﾃｨｽﾄの画像と共に掲載された。

コンサート 単色

230 中国新聞 平成22年5月31日 無料

公園にて開催された「庄原GG協会月例会」について掲載

された

スポーツ大会 単色

231 中国新聞 平成22年5月31日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、ﾂｱｰ、ｱｸｾｽ方法などが掲載さ

れた。

コンサート 単色

232 中国新聞 平成22年6月1日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、ﾂｱｰ、ｱｸｾｽ方法などが掲載さ

れた。

コンサート 単色

233 中国新聞 平成22年6月5日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、ﾂｱｰ、ｱｸｾｽ方法などが掲載さ

れた。

コンサート 単色

234 中国新聞 平成22年6月7日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、ﾂｱｰ、ｱｸｾｽ方法などが掲載さ

れた。

コンサート 単色

235 中国新聞 平成22年6月9日 無料

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ観察会の様子（庄原高小、東小学校児童によるﾌ

ｼﾞﾊﾞｶﾏの植栽）など、観察会の写真と共に掲載された

その他 単色

236 毎日新聞 平成22年6月9日 無料

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ観察会の様子（庄原高小、東小学校児童によるﾌ

ｼﾞﾊﾞｶﾏの植栽）、観察会の写真と共に掲載された

その他 単色

237 読売新聞 平成22年6月9日 無料

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ観察会の様子（庄原高小、東小学校児童によるﾌ

ｼﾞﾊﾞｶﾏの植栽）など、観察会の写真と共に掲載された

その他 カラー

238 中国新聞 平成22年6月12日 無料

SETSTOCK'10の開催日程、出演ｱｰﾃｨｽﾄ第3弾、ｽﾃｰｼﾞ別

出演者などが掲載された。

コンサート 単色

239 中国新聞 平成22年6月14日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ、ﾁｹｯﾄ購入方法

などが出演ｱｰﾃｨｽﾄの画像と共に掲載された。

コンサート 単色

240 中国新聞 平成22年6月17日 無料

ｻｻﾕﾘ特別公開、開会情報などがｻｻﾕﾘの画像と共に掲載

された。

初夏の花物語 カラー

241 毎日新聞 平成22年6月17日 無料 ｻｻﾕﾘ特別公開、開会情報などが掲載された。 初夏の花物語 単色

242 中国新聞 平成22年6月18日 無料

ｸﾞﾘｰﾝｳｲﾝｽﾞさとやまが連携して開発した庄原ﾄﾏﾄの産地化

について掲載された。

その他 カラー

243 中国新聞 平成22年6月18日 無料

SETSTOCK'10の開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ、SETSTOCKの

名前の由来について、出演ｱｰﾃｨｽﾄの画像と共に掲載され

た。

コンサート カラー

244 読売新聞 平成22年6月18日 無料

全国音楽ﾌｪｽﾀ開催特集内にてSETSTOCK’10が開催日、

出演ｱｰﾃｨｽﾄについて掲載された。

コンサート カラー

245 読売新聞 平成22年6月21日 無料

ｻｻﾕﾘ特別公開、開会情報などがｻｻﾕﾘの画像と共に掲載

された。

初夏の花物語 カラー

246 毎日新聞 平成22年7月7日 無料

ｱｼﾞｻｲ開花情報、品種などについて、ｱｼﾞｻｲの画像と共に

掲載された。

初夏の花物語 単色

247 中国新聞 平成22年7月12日 無料

SETSTOCK'10開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ、ﾁｹｯﾄ購入方法な

どが出演ｱｰﾃｨｽﾄの画像と共に掲載された。

コンサート 単色

248 中国新聞前面広告欄 平成22年7月12日 無料

SETSTOCK'10開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ、ﾁｹｯﾄ購入方法な

どが出演ｱｰﾃｨｽﾄの画像と共に掲載された。

コンサート 単色

249 RCC番組広告欄 中国新聞 平成22年7月13日 無料

SETSTOCK'10開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ情報が出演アー

ティストの画像と共に掲載された

コンサート 単色

250 中国新聞 平成22年7月14日 無料

SETSTOCK'10開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ、ﾁｹｯﾄ購入方法な

どが出演ｱｰﾃｨｽﾄの画像と共に掲載された。

コンサート 単色

251 中国新聞 平成22年7月16日 無料

丘陵公園と地域の連携や入園者の推奨方法について掲

載された

その他 カラー

252 中国新聞 平成22年7月26日 無料

SETSTOCK'10開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ、ﾁｹｯﾄ購入方法な

どが出演ｱｰﾃｨｽﾄの画像と共に掲載された。

コンサート 単色

253 中国新聞 夕刊 平成22年7月29日 無料

「足を延ばして」近圏ｲﾍﾞﾝﾄ内にてSETSTOCK'10開催情

報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ、ﾁｹｯﾄ購入方法などが掲載された

コンサート 単色

254 中国新聞 平成22年7月30日 無料

SETSTOCK'10開催情報、出演ｱｰﾃｨｽﾄ、ﾁｹｯﾄ購入方法な

どが出演ｱｰﾃｨｽﾄの画像と共に掲載された。

コンサート 単色

255 中国新聞 平成22年8月3日 無料

SETSTOCKｺﾝｻｰﾄ会場内などにて集まった庄原市災害義

援金を庄原市へ寄付されたことについて掲載された

コンサート

256 中国新聞 中国新聞社 平成22年8月5日 無料

入園者600万人達成のｾﾚﾓﾆｰの様子が画像と共に掲載さ

れた

その他 カラー

257 毎日新聞 平成22年8月5日 無料

入園者600万人達成のｾﾚﾓﾆｰの様子が画像と共に掲載さ

れた

その他 カラー

258 読売新聞 平成22年8月28日 無料

梨のもぎ取り体験の開催の、品種について、体験の様子

の画像と共に掲載された

夏まつり カラー

259 毎日新聞 平成22年8月30日 無料

梨のもぎ取り体験の開催の、品種について、体験の様子

の画像と共に掲載された

夏まつり 単色

260 毎日新聞 平成22年9月11日 無料

秋まつりの開催について、花の広場（ｷﾊﾞﾅｺｽﾓｽ）の画像と

共に掲載された

秋まつり 単色

261 中国新聞 平成22年9月12日 無料

梨のもぎ取り体験の開催、品種について、なしの画像と共

に掲載された

秋まつり カラー

262 中国新聞 平成22年9月12日 無料

みのりの里なし園にて開催の「梨のもぎ取り体験」につい

て掲載された

その他

263 中国新聞 平成22年9月25日 無料 10/2より開催のさとやま博開催について掲載された。 秋まつり カラー

264 朝日新聞 平成22年9月27日 無料

秋まつりの開催について、花の広場（ｷﾊﾞﾅｺｽﾓｽ）の画像と

共に掲載された

秋まつり カラー

265 中国新聞 平成22年9月28日 無料

猛暑での公園への来園者についてセンター長の画像と共

に掲載された

公園一般 カラー

266 山陽新聞 平成22年10月9日 無料

コスモス見ごろ　取材記事掲載。例年より7～10日遅れの

開花についてコメント。

秋まつり カラー 取材：東城支局　上野記者

267 毎日新聞 平成22年10月29日 無料

広島県平成21年観光施設利用ﾍﾞｽﾄ12内の第5位のﾗﾝｸで

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010の開催情報ときゅうの丘の画像と

共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

268 中国新聞 平成22年10月31日 無料

そごう広島店入口へ備北の贈り物のﾂﾘｰを設置。市内の

園児が点灯式にｸﾘｽﾏｽにお歌をﾂﾘｰの前で披露した

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

269 読売新聞 平成22年11月22日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報、会場について北入口会

場ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｹｰｷの画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

270 朝日新聞 平成22年11月25日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報がﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾈﾙやﾍﾟｶﾞｻｽの

画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

271 朝日新聞 平成22年11月27日 無料

中国5県のｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ情報内に、丘陵公園の開催情報が

掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
単色

272 山陽新聞 平成22年12月3日 無料

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010開催情報、会場情報が中の広場の

画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

273 毎日新聞 平成22年12月9日 無料

さとやま屋敷内蔵にて開催の「ﾚｺｰﾄﾞｺﾝｻｰﾄ」出演の安倍さ

んの特集と公園での開催について掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ
カラー

274 朝日新聞 平成22年12月24日 無料

ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ国兼2Ｆにて開催のｳｲｯｼｭﾎｰﾙに設けられた

「ﾏｲｳｲｼｭ」のｶｰﾄﾞ数が1万2千枚をこえたとﾂﾘｰの画像と共

に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

カラー

275 中国新聞 平成22年12月28日 無料

yahooｻｲﾄ内「みんなが行きたいのはｺｺ、人気ｲﾙﾐﾍﾞｽﾄ20」

投票ﾗﾝｷﾝｸﾞ全国9位について、ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ2010の

画像と共に掲載された

ｳｲﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮ

ﾝ

カラー
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276 中国新聞 平成22年12月29日 無料

ｸﾞﾘｰﾝｳｲﾝｽﾞさとやまと県立広島大学と共同開発した「赤い

宝石・ブルーベリージャム」が園内にて

その他 カラー

277 中国新聞 平成23年1月1日 無料

園内にて開催した「まちPRの庄原やき」について掲載され

た。

その他 カラー

278 朝日新聞 平成23年1月1日 無料

園内にて開催した「まちPRの庄原やき」について掲載され

た。

その他 カラー

279 山陽新聞 平成23年1月9日 無料

冬咲きぼたん展開催について。来園者のｺﾒﾝﾄなどぼたん

の画像と共に掲載された。

冬咲きぼたん カラー

280 中国新聞 平成23年1月9日 無料

冬咲きぼたん展開催について。来園者のｺﾒﾝﾄなどぼたん

の画像と共に掲載された。

冬咲きぼたん カラー

281 毎日新聞 平成23年1月9日 無料

冬咲きぼたん展開催について。来園者のｺﾒﾝﾄなどぼたん

の画像と共に掲載された。

冬咲きぼたん カラー

282 中国新聞 平成23年1月12日 無料

韓国ドラマ「サイン」ロケについて出演俳優の記事発表の

画像と共に掲載された。

その他 カラー

283 読売新聞 平成23年1月12日 無料

園内にて撮影される韓国ﾄﾞﾗﾏ「ｻｲﾝ」のﾛｹについて、出演

者の画像と共に掲載

その他 カラー

284 読売新聞 平成23年1月12日 無料

韓国ドラマ「サイン」ロケについて出演俳優の記事発表の

画像と共に掲載された。

その他 カラー

285 読売新聞 平成23年1月23日 無料

冬咲きぼたんの展示についてぼたんの画像と共に掲載予

定

冬咲きぼたん

286 読売新聞 平成23年1月31日 無料

冬咲きぼたんの品種や、展示の状態等について、展示中

の雪囲いの冬咲きぼたんの画像と共に掲載された

冬咲きぼたん カラー

287 中国新聞 平成23年2月18日 無料

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ観察会について、庄原2小学校による学習発表会

の様子が画像と共に掲載された。

その他 カラー

288 中国新聞 平成23年3月12日 無料

園内の降雪の様子がひばの里の梅の花の画像と共に掲

載された。

冬 カラー

289 毎日新聞 平成23年3月18日 無料 ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011開催について掲載（予定） スイセン 単色

290 読売新聞 平成23年3月19日 無料 ｽｲｾﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ2011開催について掲載（予定） スイセン 単色
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

1

JAFナビ・春のドライブコース [未確

認]

社団法人日本自動車

連盟広島支部

平成23年4月1日 無料

JAF会員向けサイト内にて、スイセンファンタジー2011、春

まつり開催情報についてスイセン・花の広場（絵模様）の画

像と共に掲載された

春まつり カラー

2 プレスシード 平成23年4月1日 無料

スイセンファンタジー2011開催について、スイセンガーデン

の画像と共に掲載：スイセン観察会、モイストポプリ作りの

イベントについて掲載された。

スイセン カラー

3 春の花散歩 中国新聞 平成23年4月1日 無料 スイセン・春まつり：花の広場画像掲載 春まつり カラー

4 RCCニュース RCC中国放送 平成23年4月5日 無料

見頃を迎えたスイセンや、品種数、イベントについてスイセ

ンガーデンの動画と共に掲載された。

スイセン カラー

5 RCCニュース広島地域情報 RCC中国放送 平成23年4月5日 無料

スイセンファンタジー2011：見頃となったスイセンの品種を

紹介・スイセンガーデンの放送された動画掲載。

スイセン カラー

6 さんようタウンナビ 山陽新聞 平成23年4月5日 無料

見頃を迎えたスイセンや、品種数、イベントについてスイセ

ンガーデンの画像と共に掲載された。

スイセン カラー

7 アサヒ、コム 朝日新聞 平成23年4月6日 無料

見頃を迎えたスイセンや、品種数、イベントについてスイセ

ンガーデンの画像と共に掲載された。

スイセン カラー

8 まつえSNS 平成23年4月8日 無料

花の広場のピクニックコンサートへ出演者：梅谷陽子さん

のコメント内に春まつり開催について紹介された。

春まつり 単色

9 47ニュース 中国新聞 平成23年4月10日 無料

見頃を迎えたスイセンや、品種数、イベントについてスイセ

ンガーデンの画像と共に掲載された。

スイセン カラー

10 中国新聞オンライン 中国新聞 平成23年4月10日 無料

スイセンファンタジー2011開催について、スイセンガーデン

の画像と共に掲載された。

スイセン カラー

11 facebook/毎日新聞 平成23年4月13日 無料

春まつり開催期間、期間中のイベントなどについて掲載さ

れた。

春まつり 単色

12 毎日.jp 毎日新聞 平成23年4月13日 無料

春まつり開催期間、期間中のイベントや花情報などについ

て掲載された。

春まつり 単色

13 ぶらり中国道

西日本高速道路エンジ

ニアリング㈱

平成23年4月14日 無料 公園一般情報を紹介。 スイセン カラー

14 さとやま情報

庄原市観光キャンペー

ン実行委員会

平成23年4月17日 無料

そごう広島店でのスイセンファンタジー2011キャンペーン

（モイストポプリ）の様子について画像と共に掲載された。

スイセン カラー

15 RCC　広島のニュース RCC中国放送 平成23年4月20日 無料

花の広場の開花状況、イベントについて花の広場：地上絵

の映像（動画）と共に掲載された。

春まつり カラー

16 SETSTOCK'11 夢番地・中国放送 平成23年4月23日 無料

SETSTOCK'11開催日と出演アーティスト第1弾発表につい

て掲載された。

コンサート カラー

17 さとやま観光情報

庄原市観光キャンペー

ン実行委員会

平成23年4月28日 無料

4/23-24開催された「たたら鉄づくり」の様子が画像と共に

掲載された。

春まつり カラー

18 スーパーニュース TSSテレビ新広島 平成23年4月30日 無料

GW2日目のにぎわいの様子、花の広場の開花状況、イベ

ントについて掲載された。

春まつり カラー

19 さとやま観光情報

庄原市観光キャンペー

ン実行委員会

平成23年5月4日 無料

花の地上絵や、無料入園日の様子、ひばの里などの様子

が花の広場、芝生広場、和太鼓などの画像と共に掲載さ

れた。

春まつり カラー

20 NHK広島県ニュース NHK広島放送局 平成23年5月5日 無料

2万人の来演客、見頃のチューリップ、ポピー、大芝生広場

や、ミニコンサートの様子について掲載された。

春まつり 単色

21 アサヒ、コム 朝日新聞 平成23年5月5日 有料

見頃になったチューリップ、ビオラ、アイスランドポピーの開

花状況、品種数、無料入園日について掲載された。

春まつり カラー

22 アサヒコム 朝日新聞 平成23年5月5日 無料

花の広場の画像掲載。チューリップの開花、品種数、アイ

スランドホビーの見頃について掲載された。

春まつり カラー

23 セットストック’11 夢番地 平成23年5月14日 無料

SETSTOCK'11開催日時、第2弾出演アーティスト、チケット

情報について掲載された。

コンサート 単色

24 中国新聞 平成23年5月24日 無料

公園南エリア開園について。国チョウの生息地や、生態観

察会、エリア面積について、地図、南エリアの画像と共に

掲載された。

その他 カラー

25 City Do!レジャープール特集[未確認] ㈱サイネックス 平成23年7月1日 無料 夏の特集記事「レジャープール紹介」 公園一般

じゃぶじゃぶ池を紹介

※水深約30cmの水遊び

26

Yahoo!Japan じゃらんnet　JR東、西日

本

協同組合　インフォメー

ションテクノロジー関西

平成23年7月12日 無料

秋まつり、コスモス情報を各社のサイトを利用して情報提

供する。

秋まつり

27 ぶらり中国道　水遊び特集

西日本高速道路エンジ

ニアリング中国株式会

社

平成23年7月19日 無料 中四国の水遊び出来るスポットを紹介。 夏まつり カラー

28 コスモス開花状況

鉄道情報システム㈱

（JRシステム）

平成23年8月19日 無料

コスモスの開花状況をインターネットを利用して情報提供

するサイト。

秋まつり

9月中旬から開花終了まで

随時開花状況を報告。

29 満点ママ　ラブルーレット TSSテレビ新広島 平成23年9月15日 無料 おはぎづくり体験・カナディアンカヌー体験 秋まつり カラー

30 47ニュース 中国新聞 平成23年9月17日 無料

見頃となった黄色いコスモスの画像、品種、10/9ビッグバ

ンドフェスティバルなど期間中の開催イベントが掲載され

た。

秋まつり 単色

31 中国新聞オンライン 平成23年9月17日 無料

見頃となった黄色いコスモスの画像、品種、10/9ビッグバ

ンドフェスティバルなど期間中の開催イベントが掲載され

た。

秋まつり 単色

32 毎日.jp 毎日新聞 平成23年9月17日 無料

見頃となった黄色いコスモスの画像、品種、期間中の開催

イベントが掲載された。

秋まつり 単色

33 毎日新聞 平成23年9月17日 無料

見頃となった黄色いコスモスの画像、品種、期間中の開催

イベントが掲載された。

秋まつり 単色

34 Asahi.Com 朝日新聞 平成23年10月7日 無料

秋継げる150万本：見頃を迎えたコスモスの開花状況、品

種数、イベントなど来園者の様子（画像）と共に掲載され

た。

秋まつり カラー

35 RCCニュース RCC中国放送 平成23年10月7日 無料

見頃を迎えたコスモスの開花状況、品種数、イベントなど

の来園者の様子（画像）と共に放送された。

秋まつり カラー

36 山陽新聞WEBNEWS 平成23年10月7日 無料

見頃を迎えたコスモス開花状況、品種数、イベントなど来

園者の様子（画像）と共に掲載された。

秋まつり カラー

37 NHK NHK広島 平成23年10月16日 無料 11/15.16.開催「ふるさと手作りアートフェスタ」 その他 単色

38 The Chugoku Shinbun On Line 中国新聞 平成23年10月16日 無料 11/15.16.開催「ふるさと手作りアートフェスタ」 その他 単色

39 yahooニュース 毎日新聞（毎日.jp） 平成23年10月21日 無料

ビオトープ観察会開催　画像：アサギマダラの観察様子、

蝶の羽にマーキングした生徒達の様子について掲載され

た。

その他 単色

40 毎日.jp 毎日新聞 平成23年10月21日 無料

ビオトープ観察会開催　画像：アサギマダラの観察様子、

蝶の羽にマーキングした生徒達の様子について掲載され

た。

その他 単色

41

冬を彩るイルミネーションスポット

2011-2012

全国旅そうだん・全国

地域観光情報センター

平成23年10月29日 無料

全国で開催のイルミネーション開催情報　画像：中入口会

場

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

42 HONDAカーナビゲーション ㈱MAP＆NEWS,net 平成23年11月1日 無料 HONDAカーナビゲーション観光情報 公園一般

43

Yahoo!Japan じゃらんnet　JR東、西日

本

協同組合　インフォメー

ションテクノロジー関西

平成23年11月1日 無料

イルミネーション情報を各社のサイトを利用して情報提供

する。

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

44 じゃらんnet ㈱リクルート 平成23年11月1日 無料 イルミネーション特集

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

45 年末年始情報「イルミネーション情報」

社団法人　日本観光振

興協会

平成23年11月1日 無料 イルミネーション

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

46 広島県観光　メルマガ メディアジョン 平成23年11月7日 無料

ウィンターイルミ

ネーション

カラー
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

47 iコンシェル/NTTDoCoMomobilesite

角川マガジンズ系列会

社/㈱ムービータイム

平成23年11月15日 無料

お出かけ情報サイト：イルミネーション　11/15-12/26期間

中

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

48 ウォーカープラス

角川マガジンズ系列会

社/㈱ムービータイム

平成23年11月15日 無料

お出かけ情報サイト：イルミネーション　11/15-12/26期間

中

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

49 日刊プラス/mobilesite

角川マガジンズ系列会

社/㈱ムービータイム

平成23年11月15日 無料

お出かけ情報サイト：イルミネーション　11/15-12/26期間

中

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

50

携帯サイト「ウェザーニュース　イルミ

ネーション特集」

㈱ウェザーニュース 平成23年11月18日 無料 ウィンターイルミネーション2011

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

51 毎日.jp 毎日新聞 平成23年11月18日 無料

18日より始まったイルミネーションの会場案内や催し物に

ついて。はやぶさ、日本列島のイルミネーションの画像

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

52 ちゅーピーくらぶ 中国新聞 平成23年11月22日 無料

日帰りバスツアー参加者募集：画像ケーキのイルミネー

ション

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

53 花咲いとWEB

財団法人　公園緑地管

理財団

平成23年11月25日 無料 冬咲きぼたん展 冬咲きぼたん カラー

54 JAFイベント情報 日本自動車連盟 平成23年11月29日 無料 会員向け情報

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

55 ホテル広島ガーデンパレス 平成23年12月1日 無料 ホテル　宿泊・新着情報ないにて　画像：光ル森

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

56

本田技研カーナビ情報サイト/モバイ

ルサイト　いつもNAVI

株式会社　ユヌファクト

リー

平成23年12月1日 無料 イルミネーション情報

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

ホンダ軍オーナー向けにイ

ベント情報を紹介文と写真

57 山陽新聞ウェブニュース 備後版 平成23年12月2日 無料

イルミネーション開催情報、北入口会場（はやぶさ・日本列

島）のが画像と共に掲載。

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

58 47ニュース 中国新聞 平成23年12月12日 無料

東日本大震災復興願いろうそく点灯。画像：花火、キャンド

ルメッセージ開催について

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

59 NNNニュース

HTV広島テレビ・日テレ

ニュース24

平成23年12月12日 無料 メッセージキャンドル、花火

ウィンターイルミ

ネーション
57秒 カラー

60

goo　全国イルミネーションスポットガ

イド　人気アクセスランキング

ＮＴＴレゾナント 平成23年12月13日 無料 全国イルミネーション人気ランキング　エリア別1位

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

61 The Chugoku Shinbun On Line 中国新聞 平成23年12月13日 無料

東日本大震災復興願いろうそく点灯。画像：花火、キャンド

ルメッセージ開催について

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

62 Asahi.Com 広島 平成23年12月15日 無料

画像：中入口会場　光る森・スターライトツリー/イルミネー

ション会場、節電対策、開催イベントについて

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

63 ラブルーレット満点ママ TSSテレビ新広島 平成23年12月15日 無料

12/15放送分：イルミネーション会場（中、北）、イルミネー

ションディナーの紹介

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

64 Yahoo　クリスマス特集 yahoo 平成23年12月16日 無料

全国イルミネーション人気ランキング　全国18位・中国地方

1位（12/16現在）

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

65 いつもNAVI 平成23年12月16日 無料

イルミネーション特集　全国イルミネーションランキング18

位

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

66 全国イルミネーションガイド2011-2012 ウォーカープラス 平成23年12月16日 無料 広島県のイルミネーション情報

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

67 毎日.jp 毎日新聞・広島 平成23年12月23日 無料

東日本大震災　復興の願い・イルミネーション開催に込め

る思いについて

ウィンターイルミ

ネーション

単色

68 JRおでかけネット JR西日本 平成23年12月30日 無料 広島県のイベント情報：冬咲きぼたん展、大型遊具 冬咲きぼたん カラー

69 ひろしま観光ナビ

社団法人広島県観光

連盟

平成23年12月30日 無料 備北エリア　イベント情報コーナー：冬咲きぼたん展 冬咲きぼたん カラー

70 地球の歩き方　国内情報サイト 平成23年12月30日 無料 日本の歩き方・中国エリア広島県：冬咲きぼたん展 冬咲きぼたん カラー

71

Yahoo!Japan じゃらんnet　JR東、西日

本

協同組合　インフォメー

ションテクノロジー関西

平成24年1月1日 無料

冬咲きぼたん展の情報を各社のサイトを利用して情報提

供する。

冬咲きぼたん カラー

72 オンライン中国 地域 平成24年1月5日 無料

4月全面オープン、公園の歩みなどについて、新エリアの

空撮画像と共に掲載された。

その他 カラー

73 庄原市イベントカレンダー 庄原市役所 平成24年1月7日 無料 冬咲きぼたん展　開催イベントについて 冬咲きぼたん 単色

74 毎日.jp 毎日新聞・地域版 平成24年1月9日 無料

冬咲きぼたん展　開催内容、ぼたんの画像、そのほかイベ

ントについて掲載された。

冬咲きぼたん 単色

75 Asahi.Com/マイタウン広島 朝日新聞 平成24年1月26日 無料 冬咲きぼたん展 冬咲きぼたん カラー

76 NHKニュース　645.745 NHK広島 平成24年1月26日 無料 冬咲きぼたん展　週末のイベント 冬咲きぼたん 単色

77 オンライン中国 中国新聞社 平成24年1月29日 無料

1/28取材　冬咲きぼたん　画像　さとやま屋敷　展示され

たぼたん

冬咲きぼたん カラー

78 ニュース HTV広島テレビ 平成24年1月30日 無料 冬咲きぼたん展　展示中のぼたんの映画 冬咲きぼたん カラー

■テレビ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

82 RCCニュース RCC中国放送 平成23年4月5日 無料

スイセンガーデン開花状況放映　放映エリア　広島県内、

岡山県内（中国5県）

センスイ 2 取材：三次支局福田記者

83 RCC　広島のニュース RCC中国放送 平成23年4月20日 無料

花の広場の開花状況、イベントなどが花の広場：地上絵の

映像と共に放送された。

春まつり カラー

84 オンカン♪（1週目） RCC中国放送 平成23年4月20日 無料 SETSTOCK'11開催について コンサート カラー

85 RCCイブニングふぉー RCC中国放送 平成23年4月21日 無料

春まつりフラワーピクニック紹介　担当：内海・レポーターと

共に花の広場で収録・・・

春まつり 5

取材：中国放送局報道制作

局報道センター高石ディレ

クター

86 SETSTOCK'11 夢番地 平成23年4月23日 無料

SETSTOCK'11開催日と出演アーティスト第1弾発表につい

て放送された（CM不定期放送）

コンサート カラー

87 オンカン（4週目） RCC中国放送 平成23年4月27日 無料

SETSTOCK'11開催について　出演アーティスト、会場につ

いて放送された。

コンサート カラー
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88 オンカン♪（2週目） RCC中国放送 平成23年4月27日 無料 SETSTOCK'11開催について コンサート カラー

89 スーパーニュース TSSテレビ新広島 平成23年4月30日 無料

GW2日目のにぎわいの様子、花の広場の開花状況、イベ

ントについて放送された。

春まつり カラー

90 ニュース HTV広島テレビ 平成23年5月2日 無料 春まつり　花の広場の人出と開花状況を紹介 春まつり 2

91 オンカン♪（3週目） （RCCフロンティア） 平成23年5月4日 無料

セットストックを控えた公園に出向き、セットストックの楽し

み方をプロモーターに伝授してもらう・・・

コンサート カラー

92 オンカン♪（5週目） （RCCフロンティア） 平成23年5月4日 無料 コンサート カラー

93 ピオネット

㈱三次ケーブルビジョ

ン

平成23年5月4日 無料

春まつり　和太鼓公演、花の広場の人出と開花状況を紹

介※5/4放映

春まつり 2

94 朝・夕方ニュース NHK広島 平成23年5月5日 無料 春まつり　花の広場の人出と開花状況を紹介※5/5放映 春まつり 2

95 RCC　広島のニュース RCC中国放送 平成23年5月6日 無料

春まつり状況、自粛ムード一転してにぎわう公園など観光

施設の出入、庄原IC混雑について放送された

春まつり カラー

96 オンカン♪（6週目）

RCC中国放送（RCCフ

ロンティア）

平成23年5月11日 無料

SETSTOCK'11開催、出演アーティストの紹介などについて

放送された。

コンサート カラー

97 オンカン♪（7週目）

RCC中国放送（RCCフ

ロンティア）

平成23年5月18日 無料

SETSTOCK'11開催、出演アーティストの紹介などについて

放送された。

コンサート カラー

98 オンカン♪（8週目） （RCCフロンティア） 平成23年5月25日 無料

SETSTOCK'11開催、出演アーティストの紹介などについて

放送された。

コンサート カラー

99 オンカン♪（9週目） （RCCフロンティア） 平成23年6月1日 無料

SETSTOCK'11開催、出演アーティストの紹介などについて

放送された。

コンサート カラー

100 オンカン♪（10週目）

RCC中国放送（RCCフ

ロンティア）

平成23年6月8日 無料 SETSTOCK'11開催・・・ コンサート カラー

101 ひろもり NHK広島 平成23年7月1日 無料

アジサイ、ササユリ、カブトムシハウス紹介　タイトルコール

あり

初夏の花物語 カラー

102 tssスーパーニュース TSSテレビ新広島 平成23年7月3日 無料 アジサイ見ごろ 初夏の花物語 1 取材7月3日

103 ニュース HTV広島テレビ 平成23年7月6日 無料 アジサイ園 初夏の花物語 カラー

104 NHKニュース NHK広島 平成23年8月11日 無料 キリキリマイ、ひばの里夏のイベント参加者の表情。 夏まつり 10 8/11（木）7：50　12：24放映

105 SETSTOCK TV RCC中国放送 平成23年8月14日 無料 SETSTOCK'11のハイライトが放送された。 コンサート 120 カラー

106 満点ママ TSSテレビ新広島 平成23年9月15日 無料 おはぎづくり体験・カナディアンカヌー体験 秋まつり カラー

79 HOMEニュース

HOME広島ホームテレ

ビ

平成23年10月1日 無料 花の広場　コスモス撮影 秋まつり カラー

81 TSSニュース TSSテレビ新広島 平成23年10月1日 無料 花の広場　コスモス撮影 秋まつり カラー

107 ニュース RCC中国放送 平成23年10月7日 無料

見頃を迎えたコスモスの開花状況、品種数、イベントなど

来園者の様子（画像）と共に放送された。

秋まつり カラー

108 Jステーション

HOME広島ホームテレ

ビ

平成23年10月9日 無料 花の広場、コスモス開花状況について 秋まつり カラー

109 TBSニュースバード/スカパー RCCテレビ 平成23年10月9日 無料 花の広場、コスモス 秋まつり カラー

110 広島ニュース RCC中国放送 平成23年10月9日 無料

花の広場開花状況、イベントについて　23日までの公開延

長

秋まつり カラー

111 ニュース645 NHK広島 平成23年10月10日 無料

花の広場、開花状況、コスモスステージ（弦楽三重奏）会

場様子

秋まつり カラー

112 ニュース845 NHK　中国5県 平成23年10月10日 無料

花の広場、開花状況、コスモスステージ（弦楽三重奏）会

場様子

秋まつり カラー

113 スーパーニュース TSSテレビ新広島 平成23年10月11日 無料

花の広場、開花状況、変わり咲きのコスモス（シーシェル、

ダブルクリックなど）

秋まつり カラー

114 おはよう広島 NHK広島 平成23年10月16日 無料 11/15.16.開催「ふるさと手作りアートフェスタ」 その他 単色

115 ひろしま百景 NHK広島 平成23年10月19日 無料 花の広場：コスモスの映像　曲つき 秋まつり カラー

116 ニュース TSSテレビ新広島 平成23年11月8日 無料

そごう広島店に装飾した「備北からのおくりもの」ツリーの

点灯式の様子

ウィンターイルミ

ネーション

117 ニュース

HOME広島ホームテレ

ビ

平成23年11月8日 無料

そごう広島店に装飾した「備北からのおくりもの」ツリーの

点灯式の様子

ウィンターイルミ

ネーション

118 ニュース NHK広島 平成23年11月8日 無料

そごう広島店に装飾した「備北からのおくりもの」ツリーの

点灯式の様子

ウィンターイルミ

ネーション

119 ウィンターイルミネーションCM TSS・HTV 平成23年11月18日 有料 ウィンターイルミネーションCM　15秒*98本11/18-12/25

ウィンターイルミ

ネーション

0.15 カラー

120 ニュース　昼 TSSテレビ新広島 平成23年11月18日 有料

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

121 ニュース　昼

HOME広島ホームテレ

ビ

平成23年11月18日 有料

昼ニュース　11/17より始まったイルミネーションについて。

夕方　県内のイルミネーションの紹介コーナー

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

122 ニュース　昼・夕方 RCC中国放送 平成23年11月18日 有料 3回放送

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

123 NHKお昼のニュース NHK広島 平成23年11月19日 無料 11/18点灯式　イルミネーション会場の様子

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

124 NHKビデオレター NHK広島 平成23年11月25日 無料

夕方のニュース。投稿コーナー内。はやぶさ、スターライト

スリー、光る森の動画が放送。

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

125 おはよう広島 NHK広島 平成23年11月26日 無料 イルミネーションの紹介コーナー内

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

126 お好みワイドひろしま NHK広島 平成23年12月5日 無料 お好みフォトグラフ　視聴者による投稿コーナー内

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

127 知りため TSSテレビ新広島 平成23年12月10日 無料 イルミネーション、花火　こちらから提供した画像にて紹介

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

128 天気予報　背景映像 平成23年12月10日 有料 地方天気予報の背景映像

ウィンターイルミ

ネーション

1分35秒 カラー

129 NNNニュース HTV広島テレビ 平成23年12月12日 無料 メッセージキャンドル、花火

ウィンターイルミ

ネーション

57秒 カラー

130 おはよう広島 NHK広島 平成23年12月12日 無料 花火、キャンドルメッセージの様子

ウィンターイルミ

ネーション

1分10秒 カラー

131 満足ママ TSSテレビ新広島 平成23年12月15日 無料

イルミネーション会場（中、北）、イルミネーションディナーの

紹介

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

132 ひろもり NHK広島 平成23年12月16日 無料

メッセージキャンドル、レコードコンサート。番組オープニン

グタイトルコーナー

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

133 山陰放送「土曜日の生たまご」 BSS　山陰放送 平成23年12月17日 無料

ウィンターイルミネーション2011　園内各所、銀河鉄道、イ

ルミネーションディナーなどをリポーターが紹介。

ウィンターイルミ

ネーション
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134 ひろしま百景 TSSテレビ新広島 平成23年12月21日 無料

広島県内の各所を紹介するミニ番組

ウィンターイルミネーション2011

ウィンターイルミ

ネーション

5 カラー

135 旬感テレビ派 HTV広島テレビ 平成23年12月22日 無料 イルミネーション開催中の様子

ウィンターイルミ

ネーション

1分30秒 カラー

136 ニュース　昼、夕方 NHK広島 平成23年12月24日 無料

県内各地のクリスマスイベント、イルミネーションの紹介

コーナーにて放送

ウィンターイルミ

ネーション

1分10秒 カラー

80 NHK[未確認] NHK広島 平成24年1月25日 無料 冬さきぼたん展 冬咲きぼたん カラー

137 NHKニュース　645.745 NHK広島 平成24年1月26日 無料 冬咲きぼたん　積雪の風景　週末のイベント 冬咲きぼたん カラー

138 ニュース HTV広島テレビ 平成24年1月30日 無料 冬咲きぼたん展　展示中のぼたんの映像 冬咲きぼたん カラー

■ラジオ

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

139 エフエムふくやま 平成23年4月8日 無料 電話出演にて春まつり紹介　担当：幡司 春まつり 5

140 エフエムおのみち 尾道エフエム株式会社 平成23年4月15日 有料

春まつり　フラワーピクニック紹介CM放映

機関：4月15日から5月上旬　※1日当り3～4本放映

春まつり

141 エフエムおのみち 尾道エフエム株式会社 平成23年4月22日 無料

電話出演にて春まつり紹介　担当：内海

開花状況　サクラ、スイセン、花の広場チューリップ

春まつり 7

142 エフエムふくやま「レディオBINGO」 エフエムふくやま 平成23年8月3日 無料

夏まつり紹介。　（イベント、ひまわり、カブトムシハウスな

ど）

夏まつり 5

143 レディオBINGO ㈱FMふくやま 平成23年8月3日 無料 夏まつり紹介 夏まつり 5

144 FMちゅーぴー 平成23年9月16日 無料 秋まつり紹介 秋まつり

145 尾道エフエム 平成23年9月20日 無料 秋まつり紹介　14：05-14：15 秋まつり

146 rocラジオ 平成23年10月9日 無料

花の広場開花状況、イベントについて　23日までの公開延

長

秋まつり カラー

147

エフエムふくやま「おはようときめきタ

イム」

エフエムふくやま 平成23年10月14日 無料

秋まつりについて紹介。（コスモス開花状況、イベント情

報）

秋まつり 5

148 Vibe on Music HFM 平成23年11月17日 無料 イルミネーション情報

ウィンターイルミ

ネーション

149

FMちゅーぴー　「広島すまいるパフェ

ひろしまぷ」

FMちゅーピー 平成23年11月25日 無料

ラジオ番組内のコーナーでイルミネーション紹介約5分間

程度イルミネーションの紹介を行った。※生放送　質問形

式

ウィンターイルミ

ネーション

5

150

RCCラジオ　桑原しおりの「基町こま

ち」

RCC中国放送 平成23年11月28日 無料

ラジオ番組内のコーナーでイルミネーション紹介約5分間

程度イルミネーションの紹介を行った。※生放送　質問形

式

ウィンターイルミ

ネーション

5

151 エフエム尾道 平成23年12月15日 無料 14：00-14：20　イルミネーション紹介

ウィンターイルミ

ネーション

20

152

エフエムふくやま「おはようときめきタ

イム」

エフエムふくやま 平成23年12月23日 無料

イルミネーションについて紹介。（各会場イルミ、銀河鉄

道、花火など）

ウィンターイルミ

ネーション

5

153

エフエムふくやま「GO！GO！！B　び

んご～」

エフエムふくやま 平成24年1月26日 無料 冬咲きぼたん展について紹介 冬咲きぼたん 5

■雑誌・情報誌

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

154 イクちゃん子育てガイド2011年度版

㈶ひろしまこども夢財

団

平成23年4月1日 無料

子育てガイドの紹介コーナー内に、公園の施設情報がきゅ

うの丘の画像と共に掲載された。

公園一般 カラー

155 じゃらん関西中国四国5月 ㈱リクルート 平成23年4月1日 無料

「今月の注目イベント情報」内にスイセンファンタジー2011

開催についてスイセンガーデンの画像と共に掲載された。

スイセン カラー

156 びほくのかがやき

備北観光ネットワーク

協議会

平成23年4月1日 無料

2011年春まつり期間中開催行事について画像と共に掲載

された。

春まつり カラー

157

まるごと安佐南・安佐北・新ご近所ラ

イフ情報誌

メディアジョン 平成23年4月1日 無料

広島県内のお花見ドライブスポット：スイセンファンタジー

2011、春まつり開催についてスイセンガーデン、花の広場

の画像と共に掲載された。

スイセン カラー

158 るるぶfree春夏広島宮島岩国vol29 JTBパブリッシング 平成23年4月1日 無料

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

159 広報しょうばら　4月 庄原市役所企画課 平成23年4月5日 無料

スイセンファンタジー2011開催情報・スイセン観察会開催

について掲載された。

スイセン 単色

160 ウインク広島版・備後版5月号

㈱アスコン　ウインク編

集部

平成23年4月23日 無料 G・Wイベント情報 イベント カラー

161

TjHiroshima5月号「ひろしまファミリー

通信」

産興株式会社　コンテ

ンツ企画部

平成23年4月25日 無料

家族の時間と子育てをもっと楽しむための情報誌。その中

のお出かけスポットで公園情報を上階

公園一般 カラー
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162 TjHiroshima6月号

産興株式会社　コンテ

ンツ企画部

平成23年5月1日 無料 初夏の花物語 公園一般 カラー

163 くれえばん5月 平成23年5月1日 無料

春まつり：開催期間、ピクニックコンサート等のイベント情

報がスカイガーデンの画像と共に掲載された。

春まつり カラー

164 園芸ガイド2011年夏・特大号 ㈱主婦の友社 平成23年5月1日 無料

5/7～9/7期間中のイベント情報についてご案内済

H22.3.10

春まつり カラー

165 広報しょうばら　5月 庄原市役所企画課 平成23年5月6日 無料 公園一般　花およびイベント情報 公園一般 カラー

166 TjHiroshima6月号[未確認] 産興株式会社 平成23年4月25日 無料 初夏の花物語 初夏の花物語 カラー

167 広島さんぽ　夏号[未確認]

株式会社ザメディアジョ

ン

平成23年5月31日 公園一般　夏の公園情報 カラー

168 広報しょうばら　6月 庄原市役所企画課 平成23年6月1日 無料 ルピナス、ササユリ、フランス料理教室 初夏の花物語 単色

169 旅行読売6月号 旅行読売 平成23年6月6日 無料

国営公園9公園の紹介　備北についてはアイスランドポ

ピー、シャーレポピーの見ごろを文章にて紹介

春まつり 単色

全国190,000部発行　全国

書店、駅売店、読売新聞販

売店

170 2011年度　料金ガイド[未確認] ㈱トラベル出版 平成23年6月15日 無料 旅行業、観光業関係書籍。公園料金情報 公園一般

171 NTTDoCoMo情報誌　夏 NTT　DoCoMo中国 平成23年6月19日 無料 夏のお出かけ情報 夏まつり カラー

172 広報しょうばら　7月 庄原市役所企画課 平成23年7月5日 無料 カブトムシハウス公開、夏休み期間中イベントのお知らせ 初夏の花物語 単色

173 じゃらん関西・中四国9月[未確認] ㈱ガリバープロダクツ 平成23年8月2日 無料 家族orカップルで安く手軽に遊べる夏スポット紹介 公園一般 カラー

174 広報しょうばら　8月 庄原市役所企画課 平成23年8月5日 無料

カブトムシハウス公開、昭和の涼体験、1万本のひまわり

畑、水遊びコーナー

夏まつり 単色

175 ウインク9月号[未確認] ㈱アスコン 平成23年8月25日 無料 秋まつりの紹介 秋まつり カラー

176 FunFANFun10月号 ㈱ガリバープロダクツ 平成23年9月1日 無料 秋まつりをイベント情報ページで紹介 秋まつり カラー

177

じゃらん関西・中四国　10月号[未確

認]

㈱ガリバープロダクツ 平成23年9月1日 無料 ｢車でおでかけコスモス畑」 秋まつり カラー

178

レジャーランド＆レクパーク総覧

2012[未確認]

綜合ユニコム株式会社 平成23年9月1日 無料

全国500か所のレジャー・集客施設の2010年度業績と600

施設の名簿を掲載。

公園一般 カラー

179 広報しょうばら　9月 庄原市役所企画課 平成23年9月5日 無料

秋まつり：コスモス、なしもぎ体験、備北ビグバンドフェス

ティバル、さとやま夢まつり開催について

秋まつり 単色

180 月刊くれえばん　10月号 月刊くれえばん編集室 平成23年9月21日 無料 秋まつり紹介（コスモス、イベントなど） 秋まつり カラー

181 TjHiroshima10月号 産興株式会社 平成23年9月25日 無料 10月イベントについて 秋まつり カラー

182 広報しょうばら　10月 庄原市役所企画課 平成23年10月5日 無料

秋まつり：コスモス切り花体験、ノルディックウォーキング、

さとやま手作りアートフェスタ、古代たたら鉄づくり体験

秋まつり 単色

183 oasis　10月 ㈱夢番地 平成23年10月10日 無料 セットストック’11公式本発売中 コンサート カラー

184

FunFANFun12月号及びイルミネーショ

ン特集[未確認]

㈱ガリバープロダクツ 平成23年11月1日 無料

イルミネーションをイベント情報ページで紹介。また、イルミ

ネーション特集号でも紹介

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

185 ホットペッパー12月号

株式会社　メディアハ

ウス

平成23年11月1日 無料 ホットペッパー12月号　イルミネーション特集

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

186 関西・中国・四国じゃらん 株式会社　リクルート 平成23年11月1日 無料 イルミネーション特集ページにて紹介

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

187 関西・中国・四国じゃらん　2012/1月 株式会社　リクルート 平成23年11月1日 無料 人気イルミ攻略法

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

188 旅行読売　11月 旅行読売出版社 平成23年11月1日 無料

全国国営公園　11月オススメカレンダー　ひばの里秋のふ

るさとの体験

公園一般 カラー

189 広報しょうばら　11月 庄原市役所企画課 平成23年11月4日 無料

イルミネーション開催基本情報、期間中のイベント、マイイ

ルミネーションコンテスト　画像：スターライトツリー

ウィンターイルミ

ネーション

単色

190 愛媛こまち　12月号 　 平成23年11月20日 無料

愛媛県タウン情報誌　県内外のイルミネーションの紹介

コーナー内にて掲載

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

191 Wink　12月 ㈱アスコン 平成23年11月23日 有料 雑誌裏1面広告・誌内：庄原のスポット情報

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

192 Wink　広島　12月 ㈱アスコン 平成23年11月23日 有料 雑誌裏1面広告・誌内：庄原のスポット情報

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

193 Wink　福山・備後　12月 ㈱アスコン 平成23年11月23日 有料

表紙裏1面：広告、誌内掲載「光の中へイルミネーションド

ライブ」

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

194 TjHiroshima12月号 産興株式会社 平成23年11月25日 無料 ウィンターイルミネーション2011

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

195 TjHiroshima1月号　[未確認] 産興株式会社 平成23年11月25日 無料

ひばの里　冬期間イベント（冬咲きぼたん、歳時記イベン

ト）

冬 カラー

196 タウン情報おかやま

株式会社　ビザビリ

レーションズ

平成23年11月25日 無料

ウィンターイルミネーション2011/岡山県内および近県のイ

ルミネーションスポット紹介

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

197 ラズダ　12月 株式会社メリット 平成23年11月25日 無料 山陰地方、近県　イルミネーション特集のコーナー

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

198 岡山県タウン情報誌ジャケン

㈱スタジオビアント

ジャケン編集部

平成23年12月1日 無料 2011クリスマスイルミネーション特集ページ内

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

199 県北タウン情報誌JAKEN　12月号

株式会社スタジオ　ア・

ビアント

平成23年12月1日 無料 県北タウン情報誌JAKEN　12月号　イルミネーション特集

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

200 広島キャラ本（仮）[未確認] ㈱ザメディアジョン 平成23年12月1日 無料

広島県内の行政機関、企業、個人キャラクター200体以上

を紹介する本

公園一般 カラー

201 広島さんぽ　2011-12　冬号 広島県観光連盟 平成23年12月1日 有料

大型イベント：イルミネーション、自然：冬咲きぼたん展、開

催地マップ

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

202 Workin広島版　12月5日号

株式会社　廣済堂　広

島営業所

平成23年12月5日 無料 ウィンターイルミネーション2011

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

203 広報しょうばら　12月 庄原市役所企画課 平成23年12月5日 無料 各会場紹介、冬の花火、年末年始のお知らせ

ウィンターイルミ

ネーション

単色

204

昭文社「まっぷるマガジン広島」[未確

認]

㈱エディターズ 平成23年12月7日 無料

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

205 冬ぴあ　関西版 ぴあ㈱関西支社 平成23年12月10日 無料 2011-2012お出かけイルミネーション

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

206

まるごと安佐南・安佐北/ご近所ライフ

情報誌

㈱ザメディアジョン 平成23年12月18日 無料 冬咲きぼたん展 冬咲きぼたん カラー

207 NHK大河ドラマ平清盛ストーリー前編

NHK出版社/共和エー

ジェンシ

平成23年12月20日 有料 イルミネーション

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

208

観光情報誌「るるぶFERE広島版

2011年冬・春号」

㈱ザメディアジョン 平成23年12月23日 無料

「広島県内のキャラクター特集」の中で備北公園キャラク

ターのひばおを紹介。

公園一般 カラー

209 FunFANFun2月号 ㈱ガリバープロダクツ 平成24年1月1日 無料 冬咲きぼたん展 冬咲きぼたん カラー
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210 広報しょうばら　1月 庄原市役所企画課 平成24年1月5日 無料

冬咲きぼたん展、ひばの里の冬の歳時記、貸自転車1日

乗り放題

冬咲きぼたん 単色

211 TjHiroshima　[未確認] 産興株式会社 平成24年1月31日 無料 スイセンファンタジー2012　イベント情報 スイセン カラー

212

昭文社まっぷるマガジン「ベスト　ドラ

イブ中国・四国

昭文社　株式会社 平成24年2月1日 無料 公園一般情報 公園一般 カラー

213 趣味の園芸　3月号 日本放送出版協会 平成24年2月21日 無料

しゅみえんニュースのコーナーにスイセンファンタジー2012

の紹介

スイセン カラー

214 FunFANFun4月号[未確認] ㈱ガリバープロダクツ 平成24年3月1日 無料 スイセンファンタジー2012 スイセン カラー

215

るるぶ「こどもとあそぼ！中国四国’

13」[未確認]

有限会社　パーソナル

企画

平成24年3月1日 無料

ファミリー（2歳～小学校低学年児層を持つ）向けお出かけ

情報誌。

公園一般 カラー

216 園芸ガイド2012春号 ㈱主婦の友社 平成24年3月1日 無料 スイセン・春まつり スイセン

217 家族でお出かけbook JTBるるぶ編集部 平成24年3月1日 無料 小さなお子様連家族で楽しめる遊具の紹介 公園一般 カラー

218

ゼンリン「道の駅旅案内全国地図　平

成24年度版」[未確認]

株式会社　MAP＆

NEWS.net

平成24年3月15日 有料

株式会社ゼンリンが制作し、道の駅を中心に観光地を紹

介する全国地図。

公園一般 カラー

219 家族でお出かけ中国・四国[未確認]

株式会社　エディター

ズ

平成24年3月15日 無料 公園一般情報 公園一般 カラー

220

昭文社「まっぷるマガジン広島’13」

[未確認]

㈱　エディターズ 平成24年3月15日 無料 公園一般情報を紹介。 公園一般 カラー

■紙媒体

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

221 さとやま博ニュースペーパー春

庄原市観光キャンペー

ン実行委員会

平成23年4月1日 無料

2011年春まつり期間中開催行事について画像と共に掲載

された。

春まつり カラー

222 ザビッグ生活カレンダー（4月） ザ・ビッグ庄原店 平成23年4月1日 無料

備北丘陵公園情報コーナー内にスイセンファンタジー

2011、春まつり開催期間、イベント情報について掲載され

た。

春まつり 単色 ザビッグ庄原店内無料配布

223 韓国ドラマ：サイン　ロケ地紹介紙 平成23年4月1日 無料

広島県内のロケ地紹介内に公園のウィンターイルミネー

ション開催について掲載された（韓国語・日本語表記）

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

224 広島焼きそば匠の店ガイドブック

広島鉄板プロジェクト

事務局・広島県商工会

連合会

平成23年4月1日 無料

広島焼きそばマップ備北エリア内に、花の広場の画像と共

に地図掲載。

春まつり カラー

225 中国新聞社ファミリー4月 中国新聞 平成23年4月1日 無料 新聞折り込み：無料入園日の簡易掲載 春まつり 単色

226 広島やきそばガイドマップ

広島焼きそば鉄板プロ

ジェクト事務局/広島県

商工会連合会

平成23年4月6日 無料 備北エリア情報：花の広場（春）画像 春まつり カラー

227 地域情報誌　ぷれすしーど ぷれすしーど 平成23年4月29日 春まつり 春まつり カラー

228 中国新聞「メセマガ」4/29号

㈱アスコン中国新聞メ

セマガ編集部

平成23年4月29日 無料 春まつり期間　イベント案内 イベント

229 中国新聞mesemaga

中国新聞mesemaga編

集部

平成23年4月29日 無料

体験イベント紹介　ひばの里の体験イベントについて（ちま

きづくり）

春まつり カラー

見本誌送付あり

毎週金曜日発行　15万部
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230 ザビッグ生活カレンダー（5月） ザ・ビッグ庄原店 平成23年5月1日 無料

備北丘陵公園情報コーナー内に春まつり開催期間、イベ

ント情報について掲載された。

春まつり 単色

231 プレスネット[未確認] ㈱プレスネット 平成23年5月19日 無料 シャーレーポピー 初夏の花物語 カラー

232 ようこそ庄原市（韓国語）ver.

庄原市観光協会連合

会

平成23年5月20日 無料

庄原市の観光ガイドマップの韓国語表記が作成された。公

園、周辺エリアなどの情報が掲載されている。

その他

カラー

233 ザビッグ生活カレンダー（6月） ザ・ビック庄原店 平成23年6月1日 無料

備北丘陵公園情報コーナー内に初夏の花物語開催期間、

花の紹介について掲載（予定）

初夏の花物語 単色

234 さとやま博ニュースペーパー夏

庄原市観光キャンペー

ン実行委員会

平成23年6月4日 無料 夏の地域情報、夏まつりイベント 夏まつり カラー

235 ぶらり中国道 平成23年6月21日 有料

夏まつり　中国自動車道を中心に配布されるPASAエリア

別情報誌

夏まつり カラー

236 ザビッグ生活カレンダー（7月） ザ・ビッグ庄原店 平成23年7月1日 無料 夏まつり、七夕に因だイベントなど　期間中にのイベント 夏まつり 単色

237 ぷれすしーど ぷれすしーど 平成23年7月8日 有料 夏まつり

238 ザビッグ生活カレンダー（8月） ザ・ビッグ庄原店 平成23年8月1日 無料 夏まつり　期間中のイベント 夏まつり 単色

239 ザビッグ生活カレンダー（9月） ザ・ビッグ庄原店 平成23年9月1日 無料 夏まつり　期間中のイベント 夏まつり 単色

240

平清盛ゆかりの地広島県持ち歩き観

光ガイド

大河ドラマ平清盛広島

県推進協議会事務局

(広島県商工労働部観

光課内)

平成23年9月1日 有料 備北エリア内　「目と舌で自然の恵みを味わう」紹介内 秋まつり カラー

241 プレスネット［未確認］ ㈱プレスネット 平成23年9月10日 無料 秋まつり 秋まつり

242 リビング広島 リビング広島 平成23年9月17日 有料 秋まつり

秋まつり

243 ワーキン広島 廣済堂 平成23年9月26日 無料 秋まつり

秋まつり

244 ぷれすしーど ぷれすしーど 平成23年9月30日 有料 秋まつり 秋まつり

245 プレスネット［未確認］ ㈱プレスネット 平成23年9月30日 有料 秋まつり 秋まつり カラー

246 ザビッグ生活カレンダー（10月） ザ・ビッグ庄原店 平成23年10月1日 無料

秋まつり　期間中のイベント　切り花体験、食の手作りイベ

ント

秋まつり 単色

247

ユメバンシコンサートインフォメーショ

ン10月

㈱夢番地 平成23年10月10日 無料 セットストック’11公式本発売中について コンサート 単色

248 ザビッグ生活カレンダー（11月） ザ・ビッグ庄原店 平成23年11月1日 無料 イルミネーション　期間中のイベント、点灯時間

ウィンターイルミ

ネーション

単色

249 ホンダカーズ　11、12月号 アスコン 平成23年11月4日 無料 会員誌　イベント情報掲載

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

250 中国新聞Ｃｕｅ 総合広告 平成23年11月17日 有料 イルミネーション開催情報

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

251 中国新聞mesemaga

中国新聞mesemaga編

集部

平成23年11月18日 無料 「冬の光のアートを目指して」：イルミネーション情報掲載

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

見本誌送付あり

毎週金曜日発行　15万部

252 THE WEEKLY プレスネット 株式会社　プレスネット 平成23年11月23日 無料 ウィンターイルミネーション2011

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

253 ウェンディ広島 平成23年11月24日 有料

ウィンターイルミネーション2011　開催情報　画像：はやぶ

さ

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

254 リビング広島 平成23年11月24日 無料

ウィンターイルミネーション2011　開催情報　画像：はやぶ

さ

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

255

せとうちバスツアー2011謝恩・2011新

春号併号

せとうち観光社 平成23年11月25日 無料 ツアー募集

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

256 ウィークリープレスネット ㈱プレスネット 平成23年11月26日 無料

2011イルミネーション・クリスマスガイド特集内/光る森、光

るトンネルの画像

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

257 広電社内吊広告 みずま工業 平成23年11月29日 有料 ウィンターイルミネーション2011ポスター掲示

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

258 さとやま博ニュースペーパー冬

庄原市観光キャンペー

ン実行委員会

平成23年12月1日 無料 冬のおすすめイベント　冬咲きぼたん展 冬咲きぼたん カラー

259 ザビッグ生活カレンダー（12月） ザ・ビッグ庄原店 平成23年12月1日 無料 イルミネーション　期間中のイベント、点灯時間

ウィンターイルミ

ネーション

単色

260 季刊誌サイクルウィンター ㈱ワークルーム 平成23年12月1日 無料

自転車が利用可能な施設の紹介、他冬のイベントについ

て。

冬咲きぼたん カラー

261 リビング新聞広島 総合広告 平成23年12月3日 有料

ウィンターイルミネーション2011　開催情報　画像：はやぶ

さ、光る森

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

262 リビング広島 リビング広島 平成23年12月13日 有料 冬咲きぼたん 冬咲きぼたん

263 THE WEEKLY プレスネット 株式会社　プレスネット 平成23年12月16日 無料 冬咲きぼたん 冬咲きぼたん カラー

264

地域情報誌　ぷれすしーど　12月16

日号

地域情報誌　ぷれす

しーど

平成23年12月16日 無料

ウィンターイルミネーション2011

地域情報誌「ぷれすしーど」　12月16日号1面特集

ウィンターイルミ

ネーション

265 中国新聞Ｃｕｅ 総合広告 平成23年12月16日 有料

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

266 ザビッグ生活カレンダー（1月） ザ・ビッグ庄原店 平成24年1月1日 無料 正月遊具の貸し出し、餅つき

冬

単色

267 中国新聞Ｃｕｅ 中国新聞社 平成24年1月27日 無料

発刊400回記念、400に因んだ特集コーナー　400円入園料

で楽しめる施設として紹介された。

冬咲きぼたん カラー

268

中国新聞社　週刊情報誌「Ｃｕｅ」

1/27合併号［未確認］

有限会社　コンセプト

ワーク

平成24年1月27日 無料

発刊400回記念企画「400円で1日遊べるスポット」で入園

料が400円の公園を紹介（公園情報、冬咲きぼたん、イベ

ント等）

冬

269 ザビッグ生活カレンダー（2月） ザ・ビッグ庄原店 平成24年2月1日 無料 冬咲きぼたん展、節分料理のおもてなし、三次人形の展示 冬咲きぼたん 単色

■新聞

No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

270 リビング広島 平成23年4月2日 有料 春まつり　期間掲載題字下枠広告　1枠 春まつり カラー 総合広告社取次

271 朝日新聞 平成23年4月6日 無料 スイセンファンタジー　スイセン開花状況 スイセン カラー

272 中国新聞 平成23年4月10日 無料 スイセンファンタジー　スイセン開花状況 スイセン カラー

273 毎日新聞 平成23年4月13日 無料

春まつり：開催イベント、花情報、品種、花の広場地上絵の

について掲載　画像：コイノボリの地上絵

春まつり 単色
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

274 リビング広島 平成23年4月16日 有料 春まつり　期間掲載題字下枠広告　1枠 春まつり カラー 総合広告社取次

275 中国新聞/夕刊・イベントナビ 中国新聞 平成23年4月16日 無料

イベントナビ行楽内春まつり開催期間、体験イベントにつ

いて掲載された。

春まつり 単色

276 毎日新聞 平成23年4月24日 有料

行楽お出かけ情報内にて春まつりについて、花の展望台

の画像と共に掲載された。

春まつり 単色

277 中国新聞・情報交差点 中国新聞 平成23年4月28日 無料

行楽の情報欄に春まつり開催期間、体験イベントについて

掲載された。

春まつり 単色

278 中国新聞 平成23年4月29日 無料

見頃のチューリップ、ビオラの品種や数、コンサート開催な

どについて、花の広場の画像と共に掲載された。

春まつり カラー

279 朝日新聞 平成23年4月29日 無料

イベントナビ県北地区欄に春まつり開催期間、体験イベン

トについて掲載された。

春まつり 単色

280 中国新聞/夕刊・イベントナビ 中国新聞 平成23年4月30日 無料

イベントナビ行楽内春まつり開催期間、体験イベントにつ

いて掲載された。

春まつり 単色

281 讀賣新聞 平成23年5月4日 無料

花の展望台からのこいのぼりの絵花壇紹介※ひろしま県

民情報

春まつり 7 カラー

282 讀賣新聞（ひろしま県民情報） 平成23年5月4日 無料 春まつり花情報 春まつり

283 中国新聞 中国新聞 平成23年5月5日 無料

行楽特集内：春まつり開催期間、体験イベントについて掲

載された。

春まつり 単色

284 朝日新聞 平成23年5月5日 無料

花の広場開花状況を撮影、見頃を迎えたアイスランドポ

ピーの紹介と無料入園日を紹介。取材は三次支局長尾記

者。掲載は広島全域版

春まつり 10 カラー スクラップ

285 中国新聞/夕刊・イベントナビ 中国新聞 平成23年5月6日 無料

週末イベント特集内：春まつり開催期間、こいのぼりの花

絵、オブジェ、体験イベントについて掲載された。

春まつり 単色

286 中国新聞 平成23年5月7日 無料

ジョイスポ：4/28備北地区ＧＧ大会結果について掲載され

た。

スポーツ大会

287 中国新聞/夕刊・イベントナビ 中国新聞 平成23年5月7日 無料

イベントナビ行楽特集内：春まつり開催期間、こいのぼりの

花絵、オブジェ、体験イベントについて掲載された。

春まつり 単色

288 中国新聞 平成23年5月9日 無料

SETSTOCK'11開催日時、チケット情報について掲載され

た。

コンサート 単色

289 中国新聞 平成23年5月10日 無料 北入口周辺の駐車場状況を撮影。入園者数を掲載する。 春まつり 7 カラー

290 中国新聞 平成23年5月11日 無料

SETSTOCK'11開催日時、チケット情報について掲載され

た。

コンサート 単色

291 中国新聞 平成23年5月12日 無料

SETSTOCK'11開催日時、チケット情報について掲載され

た。

コンサート 単色

292 中国新聞 平成23年5月13日 無料

SETSTOCK'11開催日時、チケット情報について掲載され

た。

コンサート 単色
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No. 名称 発行所 年月 有料/無料 記載内容 イベント分類 面積/分 単色/カラー 備考

293 中国新聞/夕刊・イベントナビ 中国新聞 平成23年5月13日 無料

週末イベント特集内：春まつり開催期間、こいのぼりの花

絵、オブジェ、体験イベントについて掲載された。

春まつり 単色

294 中国新聞 平成23年5月14日 無料

イベントナビ：行楽特集内にて、公園の春まつり開催期間、

花の広場の花絵模様について掲載された。

春まつり 単色

295 讀賣新聞 平成23年5月19日 無料

シャーレポピー、ハナビシソウの見頃について、花の広場

の画像と共に掲載された。

初夏の花物語 カラー

296 中国新聞 平成23年5月24日 無料

公園南エリア開園について。国チョウの生息地や、生態観

察会、エリア面積について、地図、南エリアの画像と共に

掲載された。

その他 単色

297 中国新聞/ふれあい行楽 平成23年5月26日 無料

行楽紹介欄内にて5/29「広島県無形民俗文化財比和の田

植」開催予定について掲載された。

その他 単色

298 中国新聞 平成23年5月31日 無料 カブトムシハウスの取材。 初夏の花物語 単色

299 讀賣新聞 平成23年5月31日 無料

見頃のシャーレーポピー、ルピナスの取材について掲載予

定

初夏の花物語

300 中国新聞 平成23年6月24日 無料

SETSTOCK'11開催について、イベント特集コーナー内に

出演アーティスト画像と共に掲載された。

コンサート カラー

301 中国新聞 平成23年6月24日 無料

カブトムシハウス先行公開とササユリ公開について、ササ

ユリの画像と共に掲載された。

初夏の花物語 カラー

302 讀賣新聞 平成23年6月26日 無料

カブトムシハウス特別先行公開について、ササユリの画像

と共に掲載された。

夏まつり 単色

303 中国新聞 平成23年6月27日 無料

SETSTOCK'11出演アーティスト、開催日程などについて掲

載された。

コンサート 単色

304 中国新聞 平成23年7月1日 無料

庄原市内の博物館が、公園と連携企画について検討して

いる記事が掲載された。

その他 カラー

305 中国新聞 平成23年7月6日 無料

庄原市観光キャンペーン実行委員会実施のＳＥＴSTOCK’

11ツアーについて掲載された。

コンサート 単色

306 中国新聞 平成23年7月12日 無料

県立広島大学のバイオ研究所やササユリの研究につい

て、保全区域の画像と共に掲載された。

初夏の花物語 カラー

307 讀賣新聞 平成23年7月13日 無料

アジサイ園の開花の様子について、見頃を迎えたアジサイ

の画像と共に掲載された。

初夏の花物語 カラー

308 中国新聞 平成23年7月22日 無料

「週末イベント」内にて、SETSTOCK'11開催日、出演アー

ティスト、チケットなどの情報が掲載された。

コンサート 単色

309 中国新聞/ちゅーピー特報 平成23年7月23日 無料

SETSTOCK'11会場の様子、出演アーティストについて、会

場内の画像と共に掲載。SETSTOCK'11会場内での配置。

コンサート カラー

310 中国新聞 平成23年7月24日 無料

SETSTOCK'11来場者人数、出演アーティストなどについて

会場の画像と共に掲載された。

コンサート カラー

311 中国新聞/ちゅーピー特報 平成23年7月24日 無料

SETSTOCK'11開催状況や出演アーティスト情報、キャンプ

ストックが画像と共に掲載された。

コンサート カラー

312 中国新聞 平成23年8月4日 無料

ショウバラクジラ展開催について、来園者の感想と展示の

画像が掲載された。

夏まつり カラー

313 中国新聞 平成23年8月6日 無料

ひまわりの開花について、来園者の様子の画像と共に掲

載された。

夏まつり カラー

314 中国新聞 平成23年8月18日 無料 キリキリマイ　参加者の表情を取材。 夏まつり 60 カラー 8/18～8/20頃掲載予定

315 中国新聞 平成23年9月11日 無料

「中国案内」広告欄内　広交観光ツアー募集掲載記事（東

城リンゴ園→公園コスモス）

秋まつり カラー

316 中国新聞 平成23年9月17日 無料

見頃となった黄色いコスモスの画像、品種、10/9ビッグバ

ンドフェスティバルなどの期間中の開催イベントが掲載され

た。

秋まつり 単色

317 中国新聞 ふれあい 平成23年9月22日 無料

情報交差点特集内にて、秋まつりのイベント、コスモス、

ショウバラクジラ展開催について紹介された。

秋まつり 単色

318 毎日新聞 広島毎日広告社 平成23年9月30日 有料 秋まつり 秋まつり

319 讀賣新聞 平成23年10月5日 無料

コスモス開花状況、品種紹介、イベント開催について掲載

された。

秋まつり 単色

320 中国新聞 ふれあい 平成23年10月6日 無料

情報交差点特集内にて、秋まつりのイベント、コスモスに

ついて紹介された。

秋まつり 単色

321 山陽新聞 平成23年10月7日 無料

見頃を迎えたコスモスの開花状況、品種数、イベントなど

来園者の様子（画像）と共に掲載された。

秋まつり カラー

322 中国新聞 平成23年10月7日 無料

コスモス開花状況、品種紹介、無料入園日9日など、ドワー

フセンセーションの画像と共に掲載

秋まつり カラー

323 朝日新聞 平成23年10月7日 無料

見頃を迎えたコスモスの開花状況、品種数、イベントなど

来園者の様子（画像）と共に掲載された。

秋まつり カラー

324 ザウィークリーブレスネット ㈱ブレスネット 平成23年10月8日 無料

秋まつり　花の広場の画像（コスモス）、イベントについて

掲載

秋まつり カラー

325 中国新聞 夕刊 平成23年10月8日 無料 イベントナビ/行楽　特集内：秋まつり 秋まつり 単色

326 中国新聞 地域 平成23年10月8日 無料 さとやま夢まつり　公園で開催された様子 秋まつり カラー

327 中国新聞 夕刊・ガイド 平成23年10月15日 無料

イベントナビ・行楽　コーナー内　秋まつり開催日時、コス

モスについて

秋まつり 単色

328 中国新聞 地域 平成23年10月16日 無料 11/15.16.開催「ふるさと手作りアートフェスタ」 その他 単色

329 毎日新聞 広島 平成23年10月21日 無料

ビオトープ観察開催　画像：アサギマダラの観察様子、蝶

の羽にマーキング

その他 カラー

330 中国新聞 地域 平成23年10月31日 無料 いけばな小原流の作品展。画像：湖畔広場の展示風景 その他 カラー

331 中国新聞 地域 平成23年11月10日 無料

節電で開催を迎えるイルミネーションの準備や、震災の復

興の願ったイベントの開催について。画像：・・・

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

332 讀賣新聞 地域 平成23年11月10日 無料

スイセンの球根1000個被災地へ送る。みちのく社の湖畔

公園へ復興にシンボルとして支援

スイセン

単色

333 讀賣新聞 広島 平成23年11月13日 無料

読売旅行会社広島営業所：「クリスマス備北丘陵公園で

ウィンターイルミネーションとイルミネーションの見えるレス

トランで夕食」ツアー募集

ウィンターイルミ

ネーション
単色

334 中国新聞 社会 平成23年11月16日 無料

各地で開催するイルミネーションの趣旨や、公園での節電

イルミの実施について掲載。

ウィンターイルミ

ネーション
単色

335 中国新聞 平成23年11月17日 無料 芸陽バス：ハミングツアー募集記事

ウィンターイルミ

ネーション
単色

336 中国新聞 地域 平成23年11月18日 無料

18日より始まったイルミネーションの会場内容や催し物に

ついて。はやぶさ、日本列島のイルミネーションの画像。

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

337 毎日新聞 広島 平成23年11月18日 無料

18日より始まったイルミネーションの会場内容や催し物に

ついて。はやぶさ、日本列島のイルミネーションの画像。

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

338 讀賣新聞 地域 平成23年11月21日 無料

中入口会場スターライトツリー・今年のテーマ、節電、花火

等のイベント情報について

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

339 中国新聞 ふれあい 平成23年11月23日 無料

ふろでん中国新聞旅行地域開発イベント・コンベンションセ

ンター「備北丘陵公園イルミネーションツアー」募集

ウィンターイルミ

ネーション

カラー
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340 中国新聞 行楽 平成23年11月24日 無料

県内イベント情報内・イルミネーション開催日時が掲載され

た。

ウィンターイルミ

ネーション
単色

341 中国新聞 平成23年11月28日 無料

ＪＴＢ中国四国ツアー募集：おすすめ日帰りバスの旅　ス

ターライトツリー、光る森の画像の掲載。

ウィンターイルミ

ネーション
単色

342 山陽新聞 備後版 平成23年12月2日 無料

イルミネーション開催情報、北入口会場（はやぶさ・日本列

島）の画像と共に掲載。

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

343 中国新聞 夕刊/写真・ガイド 平成23年12月3日 無料

イベントナビ（行楽・エトセトラ）内にて、イルミネーション開

催日時を掲載された。

ウィンターイルミ

ネーション
カラー

344 朝日新聞 全面広告 平成23年12月3日 無料 生活情報（旅/レジャー）　広交観光ツアー募集記事

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

345 中国新聞 夕刊/写真・ガイド 平成23年12月6日 無料 北入口、中入口会場のイルミネーション画像1面に掲載

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

346 中国新聞 平成23年12月10日 無料 ジョイスポ：12/6開催されたＧＧ大会結果について スポーツ大会 単色

347 中国新聞 夕刊・ガイド 平成23年12月10日 無料

「イベントナビ・行楽・エトセトラ」内にてイルミネーションの

開催について掲載。

ウィンターイルミ

ネーション

単色

348 中国新聞 地域 平成23年12月13日 無料

東北の復興を願い打ち上げられた「冬の花火」、メッセージ

キャンドルの開催について。

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

349 中国新聞 ふれあい 平成23年12月15日 無料

情報交差点・行楽：各地の行催字事紹介欄内にてイルミ

ネーション開催日が掲載された。

ウィンターイルミ

ネーション

単色

350 朝日新聞 広島 平成23年12月15日 無料

画像：中入口会場　光る森・スターライトツリー/イルミネー

ション会場、節電対策、開催イベントについて

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

351 中国新聞 地域 平成23年12月17日 無料

冬におけるイベント開催は観光客が減る一方、県北では冬

を楽しめる行事が行われ、多くの観光客が訪れると掲載さ

れた。

ウィンターイルミ

ネーション

単色

352 中国新聞 夕刊 平成23年12月19日 無料

東日本大震災の復興への願いを込めた各地のキャンドル

イベント開催について掲載された。

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

353 中国新聞 読者の写真 平成23年12月21日 無料

コンテスト入選者の写真（2席：ウィンターイルミネーション

2011はやぶさ）が掲載

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

354 中国新聞 ふれあい 平成23年12月23日 無料

イルミネーションツアー募集（ひろでん中国新聞旅行地域

イベント・コンベンションセンター）2011年北エリアのイルミ

ネーションの画像の掲載

355 毎日新聞 広島 平成23年12月23日 無料 北エリアの画像（はやぶさ・日本列島の全体画像）

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

356 中国新聞 夕刊・ガイド 平成23年12月26日 無料

「今週の催し」欄内にてイルミネーションの開催日が掲載さ

れた

ウィンターイルミ

ネーション

単色

357 中国新聞 夕刊・ガイド 平成23年12月27日 無料

「今週の催し」欄内にてイルミネーションの開催日が掲載さ

れた

ウィンターイルミ

ネーション

単色

358 中国新聞 地域面 平成24年1月5日 無料

4月全面オープン、公園の歩みなどについて、新エリアの

画像と共に掲載された。

その他 カラー

359 中国新聞 第1面 平成24年1月5日 無料

4月全面オープン、公園の歩みなどについて、新エリアの

空撮画像と共に掲載された。

その他 カラー

360 毎日新聞 地域広島 平成24年1月9日 無料

冬咲きぼたん展　開催内容、ぼたんの画像、そのほかイベ

ントについて掲載された

冬咲きぼたん 単色

361 山陽新聞 平成24年1月21日 無料

冬咲きぼたん展　開催内容や来園者のコメントがぼたんの

画像と共に掲載された

冬咲きぼたん カラー

362 中国新聞 平成24年1月21日 無料

掲載面：読者の写真/コンテスト入賞者画像（光る森）が掲

載された

ウィンターイルミ

ネーション

カラー

363 讀賣新聞 平成24年1月25日 無料 冬咲きぼたん 冬咲きぼたん

364 朝日新聞 平成24年1月26日 無料 冬咲きぼたん 冬咲きぼたん

365 中国新聞 平成24年1月29日 無料

1/28取材　冬咲きぼたん　画像　さとやま屋敷　展示され

たぼたん

冬咲きぼたん カラー

- 別紙 248 -



 

ホームページ総アクセス件数 

 （単位：件数） 

 H21 H22 H23 

4 月 51,630 43,124 43,480 

5 月 46,720 38,407 35,669 

6 月 23,045 17,214 17,063 

7 月 28,803 25,549 22,832 

8 月 28,869 23,149 23,678 

9 月 53,571 36,366 33,195 

10 月 34,217 37,537 35,506 

11 月 37,769 38,642 47,094 

12 月 46,305 55,447 53,392 

1 月 7,975 8,045 8,155 

2 月 10,838 9,742  

3 月 22,041 16,358  

合計 391,783 349,580 320,064 

 

３ヵ年平均：353,809 

 

総アクセス件数の集計方法 

総アクセス件数は「トップページの訪問数」とする。同一アドレスからのアクセスは１件とする。 

 

以下のページのカウント数（重複は考慮しない） 

http://www.bihoku-park.go.jp/ 
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【平成20年度】【平成20年度】【平成20年度】【平成20年度】

概　　要 期　　間 現　　行 変　　更 場　　所 備　　考

1 野外コンサート実施に対応する変更 ７月２６日（土）、２７日（日） ９：３０～１８：００ ９：３０～２２：００

園内全域

（北入口、大芝生広場、ひばの里、中入口、

花の広場など）

計　２日

2 夏まつり実施に対応する変更 ８月１４日（木）、１５日（金）、１６日（土） ９：３０～１８：００ ９：３０～２０：３０

北入口、

エントランスセンター国兼

計　３日

5

ウインターイルミネーション実施に

対応する変更

１１月２２日（土）～１２月２５日（木）

但し、11月25日、12月1日、8日、15日の

休園日を除く

９：３０～１６：３０ ９：３０～２１：００

北入口、

エントランスセンター国兼、

ひばの里、中入口など

計　３０日

【平成21年度】【平成21年度】【平成21年度】【平成21年度】

概　　要 期　　間 現　　行 変　　更 場　　所 備　　考

1 野外コンサート実施に対応する変更 ７月２５日（土）、２６日（日） ９：３０～１８：００ ９：３０～２２：００

園内全域

（北入口、大芝生広場、ひばの里、中入口、

花の広場など）

計　２日

2 「神楽と花火」開催に対応する変更 １０月１８日（日） ９：３０～１７：００ ９：３０～２１：００ 中入口、大芝生広場 計　１日

3 ウインターイルミネーション実施に対応する変更

１１月２１日（土）～１２月２７日（日）

但し、11月24日、30日、12月7日、14日の

休園日を除く

９：３０～１６：３０ ９：３０～２１：００

北入口、

エントランスセンター国兼、

ひばの里、中入口など

計　３３日

　開園時間延伸状況　
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【平成22年度】【平成22年度】【平成22年度】【平成22年度】

概　　要 期　　間 現　　行 変　　更 場　　所 備　　考

1 野外コンサート実施に対応する変更 ７月３１日（土）、８月１日（日） ９：３０～１８：００ ９：３０～２２：００

園内全域

（北入口、大芝生広場、ひばの里、中入口、

花の広場など）

計　２日

2 「花火と和太鼓の響演」開催に対応する変更 １０月１１日（日） ９：３０～１７：００ ９：３０～２０：３０ 中入口、大芝生広場 計　１日

3 ウインターイルミネーション実施に対応する変更

１１月２０日（土）～11月２２日（月）

１２月２８日（金）～１２月３０日（日）

但し、11月29日、12月6日、13日、27日の

休園日を除く

９：３０～１６：３０ ９：３０～２１：００

北入口、

エントランスセンター国兼、

ひばの里、中入口など

計　３７日
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　提供施設一覧表　

建築物

エリア名 公園施設名 構造 規格

トイレ棟（花の広場） RC造 1F_111.98m2

展望台 木造 3F_241.81m2

ログハウス 木造 2F_115.87m2

トイレ棟（第２駐車場） RC造 1F_96.25m2

ビジターセンター RC造 2F_1321.00m2

中入口サイクリングセンター S造 1F_192.00m2

中入口料金所 S造 1F_8.10m2

トイレ棟（第１駐車場） RC造 1F_96.25m2

調整池浄化施設 S造 1F_67.45m2

シルバーカー置き場 S造 1F_68.93m2

中入口食堂「中の茶屋」 木造 2F_227.42m2

上水施設 S造 1F_65.91m2

汚水処理施設 RC造 1F_105.44m2

大型駐車場休憩所 木造 1F_52m2

神楽殿・参集殿 木造 1F_272.44m2

工房２（木工房）_作業場 木造 1F_124.53m2

工房２（木工房）_小屋 木造 1F_48.56m2

電気室 RC造 1F_33.00m2

工房１（やきもの工房） 木造 2F_182.45m2

工房３（たたら工房）_炭焼き小屋１ 木造 1F_33.27m2

工房３（たたら工房）_炭焼き小屋２ 木造 1F_22.81m2

工房３（たたら工房）_鉄工房１ 木造 1F_153.99m2

農家１（下の農家） 木造 1F_166.52m2

農家２（上の農家） 木造 1F_142.88m2

農家１（下の農家）_蔵 木造 2F_43.72m2

水車小屋 木造 1F_24.84m2

農家２（上の農家）_納屋 木造 1F_38.02m2

さとやま屋敷_土蔵 木造 2F_46.58m2

さとやま屋敷_長屋門 木造 2F_131.95m2

さとやま屋敷_母屋 木造 2F_533.41m2

さとやま屋敷_米蔵 木造 1F_46.57m2

さとやま屋敷_納屋1 木造 2F_93.14m2

さとやま屋敷　納屋2 木造 1F_34.93m2

さとやま屋敷_お堂 木造 １F_15.52m2

さとやま展示館 RC造 2F_258.25m2

倉庫 LS造 1F_197.16m2

ゴミ集積所 S造 1F_100.00m2

工房２（木工房）_ｼｬﾜｰ棟 木造 1F_19.31m2

農家２（上の農家）_漬物倉庫 木造 1F_11.41m2

工房３（たたら工房）_鉄工房２ 木造 1F_74.15m2

倉庫 LS造 1F_197.16m2

共同利用施設A-1 木造 1F_131.0m2

共同利用施設A-4 木造 1F_131.70m2

共同利用施設A-2 木造 1F_131.70m2

共同利用施設A-3 木造 1F_131.70m2

コテージA(1) 木造 2F_81.23m2

コテージA(2) 木造 2F_81.23m2

中の広場センターエリア

ひばの里

星の里
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エリア名 公園施設名 構造 規格

備北オートビレッジ管理センター 木造 2F_834.02m2

コテージD(4) 木造 2F_49.12m2

コテージB 木造 2F_51.58m2

コテージC(1) 木造 1F_38.29m2

コテージC(2) 木造 1F_38.29m2

コテージC(3) 木造 1F_38.29m2

コテージ身障者用A 木造 2F_64.08m2

コテージD(1) 木造 2F_64.08m2

コテージ身障者用B 木造 2F_49.12m2

シャワー棟 木造 1F_60.67m2

コテージD(2) 木造 2F_49.12m2

コテージD(3) 木造 2F_49.12m2

コテージD(5) 木造 2F_49.12m2

コテージD(6) 木造 2F_49.12m2

コテージD(7) 木造 2F_49.12m2

コテージD(8) 木造 2F_49.12m2

プロパン庫 CB造 1F_8.23m2

木もれびの里トイレ 木造 1F_33.78m2

コテージC(4) 木造 2F_49.12m2

コテージC(5) 木造 2F_49.12m2

備北オートビレッジトイレ 木造 1F_26.30m2

共同利用施設B 木造 １F_100.00m2

コテージE 木造 2F_73.95m2

芝生広場休憩所レストラン「湖畔レストハウス」 S造 2F_674.46m2

大芝生広場便所２ PC造 1F_13.29m2

プロパン庫 S造 1F_63.05m2

大芝生広場便所１ PC造 1F_8.86m2

林間休憩所 S造 1F_157.06m2

林間休憩所便所 RC造 1F_121.77m2

林間アスレチック便所 RC造 1F_15.75m2

クラブハウス_事務所棟 S造 1F_372.00m2

きゅうの森休憩所 S造 1F_243.00m2

つどいの里便所１ RC造 1F_110.37m2

つどいの里便所２ RC造 1F_110.37m2

つどいの里便所３ RC造 1F_110.37m2

さくら展望台 木造 1F_72.50m2

クラブハウス_多目的棟 S造 1F_123.50m2

堆肥化施設 S造 1F_221.90m2

総合管理事務所 RC造 3F_2916.97m2

バス車庫 S造 1F_48.95m2

北入口サイクリングセンター RC造 1F_517.00m2

上水施設 S造 1F_56.00m2

エントランスセンター国兼 RC造 2F(B1F)_3551.74m2

休憩室 RC造 1F_18.00m2

北入口料金所 S造 １F_12.00m2

みのりの里 トイレ（みのりの里） RC造 1F_10.00m2

いこいの森 トイレ（いこいの森） RC造 1F_9.19m2

※面積は、延べ床面積を示す。

つどいの里

北入口センターエリア

星の里
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平成２３年７月１日現在

No. 品　　名 規　　　格 単位 数量 借用年月日 保管場所 備　考

1 小型貨物自動車 トヨタ　ハイエースバン　ＫＲ－ＫＤ　H205V-SRPEY 台 1 平成18年3月20日 管理センター車庫

2 小型貨物自動車 日産セレナ　DBA-NC26 台 1 平成23年3月3日 管理センター車庫

3 小型貨物自動車 ミツビシ　キャンター　U-FE537E(3) 台 1 平成7年3月28日 事務所横車庫

4 小型貨物自動車 日産ｾﾚﾅｶｰｺﾞ　VX4ﾄﾞｱ 2FD AT GA-VAJC23　平成11年式 台 1 平成11年4月28日 管理センター車庫

5 電気自動車 クラブカー（バッテリー式）ﾘｿﾞｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞXL　11年式 台 2 平成11年3月31日 シルバーカー車庫

6 天体観測機材 Meade Lx200-30（ﾋﾟﾗｰ脚仕様）　ｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ外取付 式 1

平成12年6月26日

平成12年9月6日

キャンプ場天文台

7 消防ポンプ ラビット消防ポンプ　C-1級　P381M（ｾﾙ無・15馬力） 台 1 平成10年10月23日 ビジターセンター車庫

8 発電器 デンヨー　GA-2206A　2.2KVA 台 1 平成7年3月31日 Ｂ駐倉庫

9 発電器 ホンダＥＶ　１６ｉ 台 1 平成19年4月1日 Ｂ駐倉庫

10 ＡＥＤ ＡＥＤ－９２３１ 台 2 平成19年6月29日 中警備室、クラブハウス

11 まきわり機 油圧式まきわり機　WE350 台 1 平成13年3月7日 キャンプ場炭焼き釜

12 原動機付自転車 ホンダDio（型式）A-AF27 台 3

平成8年3月6日×２

平成8年3月22日×１

管理センター車庫

13 原動機付自転車 スズキ　レッツⅡ 台 1 平成11年6月9日 管理センター車庫

14 原動機付自転車 車体番号　3KJ-1081259 台 1 平成12年7月12日 管理センター車庫

15 自転車 SLS63ﾘﾔｷｬﾘｱ付 台 2 平成8年3月28日 ビジターセンター車庫

16 電動三輪車 三浦工業　電動三輪車　MSE-1A（改良タイプ） 台 10

平成11年3月16日×３

平成12年3月14日×３

平成13年3月14日×２

平成14年3月1日×１

平成14年5月10日×１

シルバーカー車庫

17 リヤカー 普及型A　総板張 台 3 平成11年6月24日 キャンプ場車庫

18 リヤカー アルミ製　折りたたみ式 台 6 平成18年3月17日 シルバーカー車庫

19 電動自転車 ヤマハPy　２４ 台 10 平成12年3月8日 北サイクリングセンター

20 イス RM-496Ｎ･ｽﾂｰﾙ　387-4961　グレイ 脚 1 平成10年3月27日 ビジターセンター企画室

21 イス 内田ロビーチェアー389-1531　UP153 脚 4 平成10年4月24日 湖畔レストハウス２階

22 イス 内田ロビーチェアーウィングSB-L06015-G　別張り 脚 19 平成11年3月12日 キャンプ場ロビー

23 イス 内田ロビーチェアーウィングSAL06014-G 脚 2 平成11年3月12日 キャンプ場ロビー

24 イス 内田ロビーチェアーウィングTB206020-G 脚 4 平成11年3月12日 キャンプ場ロビー

25 イス 内田ロビーチェアーウィングTB改L06020-G 脚 1 平成11年3月12日 キャンプ場ロビー

26 イス 内田ロビーチェアーウィングSC-L06016-G 脚 2 平成11年3月12日 キャンプ場ロビー

27 イス 事務用チェアー　TA110　L型肘ゴムキャスター 脚 1 平成11年3月12日 キャンプ場案内カウンター

28 イス ｴﾝｼﾞｪﾙﾁｪｱWG-R1　AC-02R-P 脚 4 平成13年3月7日 湖畔レストハウス授乳室

29 イス ｴﾝｼﾞｪﾙｼｰﾄBCR-R1　AS01BR-P 脚 2 平成13年3月7日 湖畔レストハウス授乳室

30 イス ライオン　2121F 脚 1 平成15年3月31日 クラブハウス事務室

31 インキュベーター ＦＭＵ－０５２Ｉ（低温） 台 1 平成18年2月3日 管理センター小会議室

32 応接セット RM-49型･チェア３点セット　387-4903ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ 組 1 平成10年3月27日 湖畔レストハウス授乳室

33 会議用テーブル ウチダサイトスタックテーブルSF-1845Mﾀﾞｰｸｵｰｸ 台 15 平成11年3月30日 キャンプ場研修室

34 会議用テーブル 講演台　100型 台 1 平成11年3月30日 キャンプ場研修室

35 テーブル センターテーブル４６型　387-8460 台 1 平成10年3月27日 湖畔レストハウス授乳室

36 テーブル オリバーテーブル　RT-717NB 台 14 平成10年4月24日 湖畔レストハウス、林間休憩所

37 テーブル 内田ロビーテーブル389-1555　UP150 台 3 平成10年4月24日 湖畔レストハウス２階

38 長イス トヨタシステムベンチSCB-18BV-P 脚 4 平成10年3月30日 湖畔レストハウス

39 片袖机 ライオン　ED-E107S-B 個 1 平成15年3月31日 クラブハウス事務室

40 脇机 トヨタサイドテーブルSCB-0　3ST 台 2 平成10年3月30日 湖畔レストハウス授乳室

41 脇机 コーナーテーブル４６型　387-8465 台 1 平成10年3月27日 湖畔レストハウス授乳室

42 木製テーブル 900*500*600 台 6 平成8年7月23日 林間休憩所

43 木製イス 900*440*400 台 12 平成8年7月23日 林間休憩所

44 チェアポーター SF-60N型 台 2 平成11年3月30日 キャンプ場研修室

45 キャビネット TV/VTRキャビネット　S-1020型 台 1 平成11年3月30日 キャンプ場研修室

46 パーティション ﾎｰﾑﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝＬ字連結HD-MS15　M4 個 2 平成13年3月7日 湖畔レストハウス授乳室

47 書庫 ライオン書庫　DF36N 台 1 平成11年6月22日 キャンプ場機械室

48 花台 １０７型 台 1 平成11年3月30日 キャンプ場研修室

49 テレフォンスタンド L-400型 台 1 平成11年4月23日 キャンプ場研修室

50 中量棚 BL300型　1-349-1889　1889S-5 台 1 平成12年3月10日 キャンプ場物品倉庫

51 中量棚 和研ﾊｰﾃﾞｨｰ　500kg/段　1800×1800×570×4　単体 台 1 平成12年9月21日 キャンプ場物品倉庫

52 中量棚 和研ﾊｰﾃﾞｨｰ　500kg/段　1800×1860×570×4　単体 台 1 平成12年9月21日 キャンプ場物品倉庫

53 中量棚 和研ﾊｰﾃﾞｨｰ　500kg/段　1800×1200×570×4　連結 台 1 平成12年9月21日 キャンプ場物品倉庫

54 中量棚 和研ﾊｰﾃﾞｨｰ　500kg/段　1800×1500×570×4　連結 台 2 平成12年9月21日 キャンプ場物品倉庫

55 中量棚 和研ﾊｰﾃﾞｨｰ　500kg/段　1800×1560×570×4　単体 台 2 平成12年9月21日 キャンプ場物品倉庫

56 保管庫 ライオン　EW207D EW-B1ﾍﾞｰｽ付き 個 1 平成15年3月31日 中入口料金所

57 冷凍ショーケース FS-63ST3 台 1 平成12年2月16日 キャンプ場ロビー

58 太鼓台 台 1 平成12年4月13日 ひばの里参集殿

59 スピーカー ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ　ＹＡＭＡＨＡ　ＳＭ１２ＩＶ 個 2 平成12年6月28日 キャンプ場宿直室

60 スピーカー ＹＡＭＡＨＡ　Ｓ１１５ＩＶ 個 2 平成12年6月28日 キャンプ場宿直室

61 テレビ 36C-WZ1 台 2 平成11年4月16日 キャンプ場ロビー

62 テレビ パナソニックTH-10Z1 台 1 平成12年9月5日 キャンプ場天文台

63 ワイヤレスマイク パナソニックＷＸ－４３００Ａ 本 4 平成12年6月28日 キャンプ場宿直室

64 ビデオ VC-BS1000 台 4 平成11年4月16日 キャンプ場ロビー

65 テレビデオ TH-21EV10 台 1 平成11年4月16日 キャンプ場事務室

66 ミニコンポ MD-F10-S 台 1 平成11年4月16日 キャンプ場事務室

67 ＣＤﾌﾟﾚｰﾔｰ／ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ ＴＡＳＣＡＭ　ＣＤ－Ａ５００ 個 1 平成12年6月28日 キャンプ場宿直室

68 ＭＤレコーダー ＴＡＳＣＡＭ　ＭＤ－３０１ＭｋⅡ 台 1 平成12年6月28日 キャンプ場宿直室

69 ディスプレイ FTD－X522AS/F 台 1 平成19年12月17日 ビジターセンター２階

70 テレビ パナソニックTH－50PX70 台 1 平成19年12月18日 管理センター事務室

71 テレビ台 パナソニックTY－S50PZ70 台 1 平成19年12月18日 管理センター事務室

72 受信機 ﾜｲﾔﾚｽ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸＷＸ－4040 ﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ付 台 1 平成12年6月28日 キャンプ場宿直室

73 スタンド 三足キャスタースタンド　NK32122B 個 2 平成12年8月7日 キャンプ場カルチャールーム

74 ピンスポットライト ハロゲンNQ31133Z 個 2 平成12年8月7日 キャンプ場カルチャールーム

75 カメラ ｶﾒﾗ　ﾌｼﾞ　GA645W 個 1 平成13年3月21日 管理センター事務室

76 掲示板 内田行事告知板　OB-1000N 台 2 平成11年4月23日 キャンプ場ロビー

77 掲示板 内田行事告知板　OB-1000N　キャスター付 台 2 平成11年4月23日 キャンプ場研修室

78 雑標示用具 オフィスアクセサリーベルトインポール回転型 台 4 平成11年3月12日 キャンプ場ロビー

79 ホワイトボード ｳﾁﾀﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞOB1000LW-36.HWA/HWﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｲ 個 3 平成11年3月30日 キャンプ場研修室

80 卓球台 カワイ卓球台　KC-820B 台 3 平成11年3月25日 キャンプ場研修室

81 ボール グランドゴルフクラブ樹脂ボール　６色セット 個 5 平成11年6月11日 キャンプ場車庫

機械器具等
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82 雑教養娯楽用具 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｳｽ　7503　Y-60400 台 1 平成13年3月15日 湖畔レストハウス１階

83 雑教養娯楽用具 ｷﾙﾃﾞｨﾌﾞﾛｯｸ　Aｾｯﾄ 組 1 平成13年3月15日 湖畔レストハウス１階

84 カヌー カヌーキャンパー１６Ｆ 艘 2 平成11年4月16日 湖畔レストハウス横カヌー乗場

85 ディスクゴルフ 固定式ゴール 個 5 平成11年6月3日 キャンプ場園内

86 ちり箱 トヨタダストボックスND-70 個 3 平成10年3月30日 湖畔レストハウス２階

87 ちり箱 エンジェルダストボックスAD-01 個 1 平成13年3月7日 湖畔レストハウス授乳室

88 灰皿スタンド トヨタスモーキングスタンドNS-270A 個 2 平成10年3月30日 湖畔レストハウス１階屋外

89 タンカ 米式タンカ　YAA-W 台 1 平成11年10月18日 キャンプ場救護室

90 冷蔵庫 NR-A7T2-H 台 1 平成10年10月26日 キャンプ場事務室 5台廃棄（Ｈ20.3.30）

91 冷蔵庫 NR-B13T3-H 台 1 平成11年4月16日 キャンプ場給湯室

92 水屋 内田ビジネスキッチン333-3298　TYPE-90 台 1 平成11年6月22日 キャンプ場給湯室

93 消火ホース 屋外消火用ノズル　３段切替噴霧40A 本 3 平成7年3月31日 ビジターセンター車庫

94 消火ホース 消防ホース65m/m×20m（13K使用圧） 本 5 平成10年11月11日 ビジターセンター車庫

95 消火ホース 屋外消火用ホース　40A　20m 本 9 平成7年3月31日 ビジターセンター車庫

96 屋外消火用圧力アダプター 個 3 平成7年3月31日 ビジターセンター車庫

97 屋外消火用変換アダプター 65A→40A 個 3 平成7年3月31日 ビジターセンター車庫

98 テント 2K×3Kテント 個 1 平成11年6月23日 キャンプ場サニタリー５倉庫

99 テント 1.5K×2Kテント 個 1 平成11年6月23日 キャンプ場サニタリー５倉庫 1個廃棄（Ｈ20.10.31）

100 テント 三方幕付　2K・3K 個 6

平成7年2月6日×４

平成10年3月24日×２

Ｂ駐倉庫 6個廃棄（Ｈ20.10.31）

101 テント 10人用中津ﾃﾝﾄ（株）#2000　TM830　NO122700 個 14

平成12年5月18日×１０

平成12年7月25日×４

キャンプ場物品倉庫

102 車椅子 KR-1-40 台 5 平成7年3月31日 中入口案内所（物品倉庫）

103 車椅子 超軽量アルミ車椅子　KAL-40B 台 5 平成8年9月20日 中入口案内所（物品倉庫）

104 車椅子 超軽量アルミ車椅子　KAL-40B 台 4 平成9年3月25日 中入口案内所（物品倉庫）

105 車椅子 アルミ製自走用車椅子　カワムラサイクルKA200 台 4 平成11年3月31日 中入口案内所（物品倉庫）

106 車椅子 アルミ製自走用　KA200SB 台 4 平成14年3月1日 中入口案内所（物品倉庫）

107 傘立て US-12型　クローズタイプ 台 2 平成11年4月23日 キャンプ場正面玄関

108 新聞掛け サスペンダー　ワンタッチ式　６本セット 台 1 平成11年4月23日 キャンプ場ロビー

109 乳母車用ラック PL-AL 台 5

平成7年3月31日×４

平成10年3月26日×１

中入口案内所

110 宮太鼓 １尺５寸 台 1 平成12年4月13日 ひばの里参集殿

111
イス 内田ロビーチェアー　389-1521　UP152 脚 12 平成10年3月26日 湖畔レストハウス２階

112
イス コクヨ　CK-256KW 脚 2 平成10年2月17日 ビジターセンター企画室

113
応接セット ウチダ　RM49N　387-4903 組 1 平成10年2月17日

キャンプ場ロビー

114
応接セット 応接ソファー　ライオン　534-53 組 1 平成8年2月14日

ビジターセンター企画室

115
テーブル 内田ロビーコーナーテーブル 台 2 平成10年3月26日 湖畔レストハウス２階

116
プロジェクター パナソニック　TH-AX200 台 1 平成20年3月28日 エントランスセンター２階倉庫

117
DVD/VHSプレーヤー パナソニック　DMR-XP22V 台 1 平成20年3月28日 エントランスセンター２階倉庫

118
ワイヤレスマイク WIH/D-WIR 台 2 平成20年3月28日 エントランスセンター２階倉庫

119
DVD/VHSプレーヤー パナソニック　DMR-XP22V 台 1 平成20年3月28日 エントランスセンター２階倉庫

120 テレビ台 パナソニック　TY-S50PZ700S
台

1 平成20年3月28日
エントランスセンター２階倉庫

121 スピーカー ヤマハS115V
個

2 平成20年3月28日
エントランスセンター２階倉庫

122 ミキサー ヤマハEMX312SC
個

1 平成20年3月28日
エントランスセンター２階倉庫

123 モニター パナソニックTH-50PZ700SK
台

1 平成20年3月28日
エントランスセンター２階倉庫

124
発電機 YAMAHA EF900is 台 1 平成20年3月31日

Ｂ駐倉庫

125
投光器 ヤマハ　YL－1i　発電機セット 台 1 平成20年3月31日

Ｂ駐倉庫

126
雑医療器具（AED） AED-9231本体 台 3 平成20年3月31日 事務所2、北案内所1

127
シュレッダー MS-V431CF 台 1 平成20年3月31日 管理センター事務室

128 イス ロビーチェア　オリバーSSM-72･TR 個 18 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

129 イス ロビーチェア　オリバーSSM-72･CCR 個 6 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

130 イス ロビーチェア　オリバーSSM-72･SCC 個 12 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

131 イス ロビーチェア　オカムラ２人用チェア　L8NS2AP 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター授乳室

132 イス オカムラ　授乳チェア　L89LJA-PA02 個 2 平成20年3月31日
エントランスセンター授乳室

133 展示用パネル コクヨ　SN-PB1218Ks-B 個 20 平成20年3月31日
エントランスセンター２階

134 雑表示用具 ポスタースタンド　オカムラL065EZP-B721 個 5 平成20年3月31日
エントランスセンター

135 雑表示用具 ショーケース　オカムラB2A1EA-Z637 個 6 平成20年3月31日
エントランスセンター

136 スタンド パーテーションスタンド　オカムラL972AZ-Y303 本 30 平成20年3月31日
エントランスセンター２階

137 カタログスタンド パンフレットスタンド　オカムラL954SA-S01 個 5 平成20年3月31日
エントランスセンター

138 幼児用遊具 オカムラL8KHAZ-P705 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

139 幼児用遊具 オカムラL8KHAZ-P706 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

140 幼児用遊具 オカムラL8KHAZ-P707 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

141 幼児用遊具 オカムラL8KHAZ-P708 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

142 幼児用遊具 オカムラL8KHAZ-P756 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

143 幼児用遊具 オカムラL8KHAZ-P757 個 2 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

144 幼児用遊具 オカムラL8KHCZ-P707 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

145 幼児用遊具 オカムラL8KHCZ-P756 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

146 幼児用遊具 オカムラL8KHCZ-P762 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

147 幼児用遊具 オカムラL8KLRZ-P705 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

148 幼児用遊具 オカムラL8KFMZ-P744 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

149 幼児用遊具 オカムラL8KFMZ-P755 個 2 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

150 幼児用遊具 オカムラL8KHSZ-P705 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

151 幼児用遊具 オカムラL8KFYZ-P745 ｾｯﾄ 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

152 幼児用遊具 オカムラL8KFAZ-P755 ｾｯﾄ 1 平成20年3月31日
エントランスセンター１階

153 作業台車 オカムラ6930ABP 台 2 平成20年3月31日
エントランスセンター１階倉庫

154 荷物運搬カート オカムラYカート　7593GX 台 20 平成20年3月31日
エントランスセンター１階倉庫

155 机 事務机　コクヨSD-BSN117LC3F11 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター救護室

156 机 オカムラ　テーブルL893RS-MB35 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター授乳室

157 イス 事務用回転椅子　コクヨCR-G271F4HS6B-V 脚 1 平成20年3月31日
エントランスセンター救護室

158 ベッド オカムラ　フラットベッド　L860YCP-B711 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター救護室

159 ベビーベッド オリバー　施設用ベビーベッド　SBX-330 個 2 平成20年3月31日
エントランスセンター授乳室

160 マットレス オカムラ　ダブルウェーブ・マットレスL864HZP-X542 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター救護室

161 クロススクリーン オカムラ　スクリーン　L872FTP-B511 個 2 平成20年3月31日
Ｅセンター救護室1、授乳室1

162 スタッキングスツール オカムラ　スタッキングスツール　カゴ付きタイプ　L89RSB 個 4 平成20年3月31日
エントランスセンター救護室

163 おむつ替台 オリバー　SBK-300 台 2 平成20年3月31日
エントランスセンター授乳室

164 軽量棚 オカムラ　Ａ型オープン棚　63W5AY 個 5 平成20年3月31日
エントランスセンター２階倉庫

165 ホワイトボード オカムラ　4W82AR-H21 個 5 平成20年3月31日
エントランスセンター２階倉庫

166 会議用テーブル コクヨ　KT-S901 個 40 平成20年3月31日
エントランスセンター２階倉庫

167 演台 コクヨ　WA-121NN 個 1 平成20年3月31日
エントランスセンター２階倉庫

168 棚 コクヨ　オープン棚YXZ-DW466B 個 5 平成20年3月31日
エントランスセンター２階倉庫
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169 棚 コクヨ　オープン棚YXZ-DW456B 個 5 平成20年3月31日
エントランスセンター２階倉庫

170 三脚スタンドスクリーン オカムラ　IB18DGP-X01 台 1 平成20年3月31日
エントランスセンター２階倉庫

171 チェアポーター コクヨ　CP-890N 個 5 平成20年3月31日
エントランスセンター２階倉庫

172 プランター セラルンガ　SL-975茶 個 16 平成20年3月31日
エントランスセンター建物周囲

173 プランター トーシンコーポレーション　NAB-1040 個 12 平成20年3月31日
エントランスセンター建物周囲

174 施設用ベビーカー CombiSC41G 台 9 平成20年3月31日
エントランスセンター１階倉庫

175 冷蔵庫 シャープSJ-14P-H 台 1 平成20年3月31日
エントランスセンター救護室

176 電動セニアカー スズキET-4D 台 4 平成20年3月31日
Ｅセンター１階倉庫、中案内所

177 車椅子 カワムラサイクルKA22-40DX 台 15 平成20年3月31日
エントランスセンター１階倉庫

178 薬品庫 コクゴ　EY-600 台 1 平成20年3月31日
エントランスセンター救護室

179
幼児用遊具 オカムラ　フロアユニット900角L8KFMZ-P 枚 6

平成20年4月28日
エントランスセンター１階

180
ピクニックテーブル 中村製作所　GFPT-112 台 10

平成20年7月29日
エントランスセンター建物周囲外

181
ピクニックテーブル 中村製作所　PFPT-112 台 31

平成21年3月5日
エントランスセンター建物周囲外

182 プランター
セラルンガ　SL-999 個 16

平成21年3月5日
エントランスセンター建物周囲

183 プランター
セラルンガ　SL-975 個 12

平成21年3月5日
エントランスセンター建物周囲

184 プランター
セラルンガ　SL-994 個 3

平成21年3月5日
エントランスセンター建物周囲

185 プランター
セラルンガ　CLF-K665 個 30

平成21年3月5日
エントランスセンター建物周囲

186
電動セニアカー スズキET-4D 台 4

平成21年3月13日
Ｅセンター１階倉庫、中案内所

187
施設用ベビーカー CombiSC41G 台 3

平成21年3月31日
エントランスセンター１階

188
ワンタッチイベントテント 小川テント　3030 個 1

平成21年4月1日
Ｂ駐倉庫

189
ワンタッチイベントテント 小川テント　3060 個 1

平成21年4月1日
Ｂ駐倉庫

190
硬貨選別計算機 ローレルバンクマシン　UMS-10型 個 1

平成22年2月25日
管理センター集計室

No. 品　　名 規　　　格 単位 数量 借用年月日 保管場所 備　考

1
椅子 SC-2222 台 2

平成7年1月10日
管理センター事務室

2
パネルスクリーン PS-183N 台 2

平成7年1月10日
センター事務室、ビジターセンター

3
パンフレットケース NB43455 個 1

平成7年1月10日
管理センター事務室

4
両袖机 CD-168 台 2

平成7年1月10日
管理センター事務室

5
両袖机 プレジデント 台 1

平成7年1月10日
管理センター事務室

6
ロッカー PG-186LT 台 1

平成7年1月10日
管理センター男子更衣室

7
キルビメーター ウチダD型 個 1

平成7年2月17日
管理センター事務室

8
プラ二メーター ウチダKP-90 個 1

平成7年2月17日
管理センター事務室

9
シュレッダー ライオン2270SW 台 1

平成7年2月28日
管理センター事務室

10
耐火金庫 ウチダNE-105 個 1

平成7年2月28日
管理センター事務室

11
両袖机 ナイキJD147-IV 台 6

平成7年3月29日
管理センター事務室

12
椅子 ウチダLX-141S 台 6

平成7年3月29日
管理センター事務室

13
応接長椅子 ウチダRS-161 387-1612 台 1

平成7年3月29日
ビジターセンター2Ｆ企画室

14
応接両肘 ウチダRS-162 387-1622 個 2

平成7年3月29日
管理センターロビー

15
応接センターテーブル 16型387-8160 台 1

平成7年3月29日
管理センターセンター長室

16
クリアトレーキャビネット B4-3列16段264-1236 台 1

平成7年3月29日
ビジターセンター2Ｆ

17
新簡易無線機 HX265U 台 3

平成7年3月31日
管理センター事務室

18
テレビデオ TH-25V10 台 1

平成7年3月31日
エントランスセンター2Ｆ倉庫

19
テレビ台 TY-G25GV10 台 1

平成7年3月31日
エントランスセンター2Ｆ倉庫

20
パトロールレコーダー PR-600S 台 1

平成7年4月7日
中入口案内所警備員室

21
会議用テーブル KM12754-7 台 1

平成7年4月10日
管理センター事務室

22
会議用テーブル ST1812-4-7 台 1

平成7年4月10日
クラブハウスＢ棟

23
会議用長机 ST18904-7 台 1

平成7年4月10日
管理センター作業室

24
回転椅子 141Sグレイ 台 6

平成7年4月10日
中入口案内所2、料金所4

25
耐火金庫 NE-460 ENE 個 1

平成7年4月10日
管理センター集計室

26
両袖机 CD147 436-91 台 3

平成7年4月10日
管理センター事務室2、警備室1

27
診察台 L1050 台 1

平成7年4月11日
中入口救護室

28
洗濯機 NA-F60K2 台 1

平成7年4月11日
管理センター給湯室

29
テレビ TH-32W 台 1

平成7年4月11日
管理センター会議室

30
テレビ TH-28W 台 1

平成7年4月11日
管理センターセンター長室

31
電子レンジ NE-CI 台 1

平成7年4月11日
管理センター給湯室

32
ベット L-010 台 1

平成7年4月11日
中入口救護室

33
マットレス LA14 台 1

平成7年4月11日
中入口救護室

34
薬品戸棚 TS44 台 1

平成7年4月11日
中入口救護室

35
ロッカー 3連2号 台 6

平成7年4月11日
管理センター更衣室（男3、女3）

36
アコーディオンスクリーン L-34 台 1

平成7年4月12日
中入口案内所

37
OAデスク C-CH168W 台 1

平成7年4月12日
管理センター事務室

38
硬貨計算書 TSAE 個 1

平成7年4月12日
管理センター集計室

39
ソートキャビネット W型6段 個 3

平成7年4月12日
管理センター事務室2、警備室1

40
テーブル ST-1875　アイボリー 台 3

平成7年4月12日
管理センター集計室

41
新簡易無線機 HX265U 台 6

平成7年4月13日
管理センター事務室

42
イス収納台車 313-9030 台 2

平成7年4月14日
ビジターセンター2Ｆ

43
サイドステックテーブル D1860型 台 10

平成7年4月14日
管理センター会議室

44
テーブル運搬台車 LS-15 台 3

平成7年4月14日
管理センター資機材庫

45
長椅子 LC-2113 台 2

平成7年4月14日
管理センター、Ｂセンター1Ｆ

46
パンフレットラック 30型 個 1

平成7年4月14日
ビジターセンター1Ｆ

47
会議用椅子 MX-30A 台 30

平成7年4月15日
管理センター会議室

48
交換レンズ 75～300㎜ 個 1

平成7年4月18日
管理センター事務室

49
スピードライト SB26 個 1

平成7年4月18日
管理センター事務室

50
双眼鏡 シェルテ8×23 個 2

平成7年4月18日
管理センター事務室

51
フィールドスコープ ニコンED2 個 2

平成7年4月18日
管理センター事務室

52
水中ポンプ 2吋 個 1

平成7年4月19日
Ｂ駐倉庫

53
掃除機 JV15 台 1

平成7年4月19日
管理センター倉庫

54
AVテーブル PM W-1100 台 1

平成7年4月20日
管理センター小会議室

55
AVテーブル PM 930TV 台 1

平成7年4月20日
管理センター会議室

56
キッチンケース OK-36HN 台 1

平成7年4月20日
管理センター給湯室

57
クリーンロッカー D型 台 3

平成7年4月20日
管理センター1、Ｂセンター2

58
サイドボード PG-156ST 個 1

平成7年4月20日
管理センターセンター長室

59
シューズロッカー 3列3段302-4133 台 2

平成7年4月20日
管理センター車庫

60
プレジデント用書庫 PG-172BT 台 1

平成7年4月20日
管理センターセンター長室

61
回転椅子 141Sブラウン 台 3

平成7年4月21日
管理センター事務室

62
台車 356-3211　PYS型 台 1

平成7年4月21日
中入口案内所

63
鯉幟セット タフタ5ｍ6点 個 1

平成7年4月24日
さとやま屋敷外蔵

64
傘立て USR-1500 個 1

平成7年4月26日
中入口案内所

65
スモーキングスタンド SD-25SL 台 2

平成7年4月26日
中入口
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66
鯉幟セット スタートゴールド7ｍ6点 個 1

平成7年4月28日
ひばの里下の農家蔵2Ｆ

67
平型図面庫 412-31A05N 台 1

平成7年4月28日
ビジターセンター2Ｆ書庫

68
アコーディオンスクリーン ライオン588-70　L-34 台 2

平成7年5月31日
中案内所、北案内所

69
糸ノコ盤 SJ500 台 1

平成7年6月14日
ひばの里木工房

70
草刈機 両手ハンドル型 台 1

平成7年6月14日
Ｂ駐倉庫

71
お掃除ボックス 1600 個 4

平成7年6月27日
ひばの里参集殿1、各工房3

72
システムカウンター SH-M18A 台 2

平成7年7月8日
ビジターセンター2Ｆ

73
デリカウォール VGB-11H 台 2

平成7年7月8日
管理センター事務室

74
スチールチェーンソー O23D 台 1

平成7年7月26日
ビジターセンター車庫

75
糸ノコ盤 SJ500 台 2

平成7年8月3日
ひばの里木工房

76
移動アングル棚一式 ウチダ226-9991 個 1

平成7年9月13日
ビジターセンター書庫

77
サイドスタックテーブル D-1860ローズ 台 2

平成7年9月13日
管理センター会議室

78
アンプ ヤマハA250 台 1

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

79
カセットデッキ パナソニックRS-TR4750 個 1

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

80
チューナー パナソニックWXD4000 個 2

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

81
ハードケース AR MOR3U 個 1

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

82
ハードケース AR MOR4U 個 1

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

83
ハードケース AR MOR MX-200-12 個 1

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

84
ミキサー ヤマハMX-200-12 台 1

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

85
レシーバー パナソニックWX-4040 台 1

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

86
ワイヤレスマイク WX-4300 個 4

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

87
スピーカー ローランドRDS-170 台 1

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

88
スピーカー ローランドRDS-170 台 1

平成7年9月19日
ひばの里参集殿

89
移動アングル棚一式 ウチダ226-9991 個 1

平成7年9月21日
ビジターセンター書庫

90
応接イス ウチダ387-1612ブラウン 台 1

平成7年9月19日
管理センターロビー

91
応接スツール F450SCライトブラウン 台 2

平成7年9月26日
管理センターセンター長室

92
サイドステックテーブル D-1860ローズ 台 3

平成7年9月26日
管理センター小会議室

93
新簡易無線機 HX265U 台 4

平成7年10月12日
管理センター事務室

94
漬物樽 木製54 個 2

平成7年12月15日
ひばの里上の農家漬物小屋

95
漬物樽 木製54 個 1

平成7年12月20日
ひばの里上の農家漬物小屋

96
漬物樽 木製54 個 1

平成7年12月20日
ひばの里上の農家漬物小屋

97
ガレージジャッキ 3t用 個 1

平成7年12月22日
Ｂ駐倉庫

98
電動チェンソー D5014 台 1

平成8年2月7日
ひばの里木工房

99
両開書庫 ウチダ3×6型 台 1

平成8年2月15日
管理センター事務室

100
冷蔵庫 NR-A5T 台 1

平成8年2月21日
中入口料金所

101
掃除機 MC-S91VF 台 1

平成8年2月23日
ビジターセンター2Ｆ職員休憩室

102
マガジンラック ウチダ314-7003 台 1

平成8年3月7日
管理センターロビー

103
高圧洗浄機 RE640W 台 1

平成8年3月9日
Ｂ駐倉庫

104
冷蔵庫 NR-E92FR 台 1

平成8年3月13日
中入口救護所

105
両開書庫 18型300-3000 台 1

平成8年3月16日
管理センター事務室

106
パンフレットケース 内田357-8041 個 1

平成8年4月27日
管理センターロビー

107
エアーコンプレッサー AC4521 台 1

平成8年4月27日
シルバーカー車庫

108
レバー式コールカッター 504-G 個 1

平成8年4月27日
Ｂ駐倉庫

109
百葉箱大型2号 台 1

平成8年7月2日
ひばの里横林の中

110
気圧計トーメン TX-12 個 1

平成8年7月2日
管理センター事務室

111
デジタル雨量計 B-8020 個 1

平成8年7月2日
ビジターセンター

112
温度湿度計 E-141 個 1

平成8年7月2日
ひばの里横林の中（百葉箱の中）

113
雨量計感部 B-011-00 個 1

平成8年7月2日
ビジターセンター屋根

114
アングル棚 H2100×W1500×D450×6F 台 1

平成8年12月10日
管理センター作業室

115
アングル棚 H2100×W1200×D450×6F 台 2

平成8年12月17日
ビジターセンター倉庫

116
書庫 465-38VGB-311R 台 1

平成9年3月13日
管理センターロビー

117
ライオンデリカウォール両開書庫466-27VGB-21H 台 2

平成9年3月13日
ビジターセンター2Ｆ

118
パトロールレコーダー PR-600 台 1

平成9年3月25日
中入口案内所警備室

119
パンフレットラック 357-8031 個 2

平成9年4月19日
ビジターセンター1Ｆ

120
デリカウォール VGB-21H 台 1

平成9年10月9日
管理センター事務室

121
〃 VGB-11RM 台 1

平成9年10月9日
管理センター事務室

122
〃 VGB-11H 台 1

平成9年10月9日
管理センター事務室

123
〃 VGB-105B 台 2

平成9年10月9日
中案内所、ビジターセンター

124
スライドボード NSB-1030 台 1

平成9年10月9日
管理センター事務室

125
〃 NSB-1031 台 1

平成9年10月9日
管理センター事務室

126
デリカウォール VGR-10H 台 1

平成9年11月20日
管理センター事務室

127
〃 VGB-11S 台 1

平成9年11月20日
管理センター事務室

128
物品棚150㎏タイプ H2100×W8600×D450 台 2

平成9年11月29日
ビジターセンター倉庫

129
〃 H2100×W1160×D450 台 2

平成9年11月29日
ビジターセンター倉庫

130
除雪機 ホンダHS-760JS 台 1

平成9年11月14日
クラブハウスＢ棟

131
キーケース UT240型 個 1

平成10年2月24日
管理センター事務室

132
バキュームクリーナー CVC120 台 1

平成10年2月24日
湖畔レストハウス1Ｆ

133
傘立て TR24 個 1

平成10年3月4日
湖畔レストハウス1Ｆ

134
〃 A-31 台 1

平成10年3月4日
湖畔レストハウス1Ｆ

135
両面黒板 スタンドタイプ1800×900 台 1

平成10年3月4日
ひばの里木工房

136
作業台 HI-W型 台 3

平成10年3月4日
ひばの里木工房

137
サイドタックテーブル SF1860型 台 8

平成10年3月4日
ビジターセンター2Ｆ企画室

138
〃 SF1845型 台 12

平成10年3月4日
湖畔レストハウス2Ｆ

139
三脚 FT-3000 台 2

平成10年3月13日
管理センター倉庫

140
ボート シックスSW-16CFP 台 1

平成10年3月31日
国兼池

141
船外機 シープロ10HP 台 1

平成10年3月31日
国兼池

142
ベルトサンダー 9031 台 1

平成10年3月31日
ひばの里木工房

143
ポータブルバンドリー 2106 個 1

平成10年3月31日
ひばの里木工房

144
卓上ボール盤 TB130 個 1

平成10年3月31日
ひばの里木工房

145
スクリュードライバー 67700N 個 1

平成10年3月31日
ひばの里木工房

146
パワーアンプ P-3200 台 1

平成10年3月31日
ひばの里参集殿

147
モニタースピーカー SM-12 台 2

平成10年3月31日
ひばの里参集殿

148
リバーヴ ヤマハREV500 台 1

平成10年3月31日
ひばの里参集殿

149
グラフィックイコライザー ヤマハQ2031B 台 1

平成10年3月31日
ひばの里参集殿

150
コンプレッサーリミッター ヤマハGC2020C 台 1

平成10年3月31日
ひばの里参集殿

151
パーテーションパネル ポール1本付 台 7

平成10年3月31日
Ｂ駐倉庫

152
ワイヤレスアンプ WX-230C 台 1

平成10年3月31日
ビジターセンター

153
ビデオ内蔵ワイドテレビ TH-24GV1 台 1

平成10年7月1日
管理センター事務室

154
台車 ライオンN9 台 2

平成10年7月3日
キャンプ場倉庫

155
オフィスボード LW-36HWA 台 2

平成10年10月13日
管理センター1、キャンプ場1
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156
テープシーダー TSA-7 台 3

平成10年10月30日
Ｂ駐倉庫

157
椅子 ウチダLX141S 台 2

平成11年2月12日
管理センター事務室

158
両袖机 ライオンLXD 台 2

平成11年2月12日
管理センター事務室

159
デジタル照度計 P1 個 1

平成11年2月23日
管理センター事務室

160
フィールドスコープ ニコヨンED2 台 2

平成11年2月24日
管理センター事務室

161
三脚 FT-3000 台 3

平成11年2月24日
管理センター倉庫

162
ローカウンター 63GM12 台 2

平成11年3月11日
管理センター事務室

163
発電機 デンター 台 1

平成11年5月18日
管理センター資機材庫

164
エンジンチェンソー マキタUE 台 1

平成11年5月18日
キャンプ場

165
ファイルキャビネット SF-12M 台 1

平成11年5月27日
北入口案内所

166
簡易無線機 PK210U 台 7

平成11年6月15日
キャンプ場

167
両袖机 コクヨSD-BSE 台 1

平成11年6月22日
管理センター事務室

168
散水ホースリール 50ｍ 台 1

平成11年7月19日
花の広場ガゼボ

169
ブルーヒーター GH-B170F 台 2

平成11年11月19日
キャンプ場倉庫

170
デジタルカメラ フジFanePix4700Z 台 1

平成12年3月8日
管理センター事務室

171
デジタルカメラ ソニーハンディカム 台 1

平成12年3月14日
管理センター事務室

172
MDラジカセ ビクターRC-MD77 台 1

平成12年3月14日
キャンプ場

173
カメラ EOS Kiss 台 1

平成12年3月16日
キャンプ場

174
デリカウォール VGB-11H 台 3

平成12年3月30日
管理センター事務室

175
デリカウォール VGB-09PS 台 1

平成12年3月30日
ビジターセンター

176
デリカウォール VG-095 台 1

平成12年3月30日
ビジターセンター

177
スライドボード 無地 台 1

平成12年3月30日
ビジターセンター

178
スライドボード 月予定 台 1

平成12年3月30日
ビジターセンター

179
デリカウォール ライオンVGB-11RH 台 2

平成12年5月16日
管理センター事務室

180
パンチ ウチダ110-1030KN35型 個 1

平成13年2月23日
管理センター電算室

181
三脚 GRAND MASTER SERIES 台 2

平成13年2月25日
管理センター事務室

182
デリカウォール VGB-21H 台 1

平成13年3月1日
管理センター事務室

183
ユニットラック LR-1200KN 台 1

平成13年3月15日
管理センター事務室

184
シュレッダー S-270SP 台 1

平成13年3月15日
管理センター事務室

185
マスコットキャラクター着ぐるみきゅう・はな 体 2

平成13年3月30日
管理センター資機材庫

186
エンジンチェンソー E-393型 台 1

平成13年11月16日
ビジターセンター裏倉庫

187
システムロッカー ウチダ3×6型 台 1

平成14年1月25日
キャンプ場倉庫

188
脚立 グリーンステップGSC-300 台 1

平成14年2月14日
キャンプ場電気機械室

189
中量ラック ボルトレス型 台 2

平成14年2月21日
キャンプ場倉庫

190
キーボックス K-240 個 1

平成14年2月26日
ビジターセンター放送室

191
パウチラミネーター J-GLM4500 個 1

平成14年3月6日
管理せんたー電算室

192
デリカウォール VGR-10H446-20 台 1

平成14年3月9日
管理センター事務室

193
デリカウォール VGR-11S446-76 台 1

平成14年3月9日
管理センター事務室

194
掃除機 マキタ集塵機 台 1

平成14年9月3日
ひばの里木工房

195
ゼロアブロア EB4300 台 2

平成15年3月18日
Ｂ駐倉庫

196
パトロールレコーダー PR600S 台 1

平成15年3月20日
中入口案内所警備室

197
レジスター TCM MA-1455 台 1

平成15年3月20日
中入口料金所

198
プロジェクター EPSON ELP-730 台 1

平成15年3月26日
管理センター事務室

199
両袖机 ライオンED-E147DABHH 台 1

平成15年3月28日
管理センター事務室

200
椅子 内田1-326-141LX-1415 台 1

平成15年3月28日
管理センター事務室

201
無線基地局 5W GX5550U 台 1

平成15年3月29日
管理センター事務室

202
携帯型無線機 5W HX565U 台 13

平成15年3月29日
管理センター事務室

203
会議テーブル オカムラ8189JE-M651 台 1

平成15年4月8日
クラブハウス事務室

204
デリカウォール ライオンVGB-21H 台 1

平成15年4月8日
クラブハウス事務室

205
システムロッカー2連2号 内田1-302-3422 台 1

平成15年4月8日
クラブハウス事務室

206
パンフレットラック チヨダ　マイティ3　111020-236KA 個 1

平成15年4月8日
クラブハウスホール

207
かさたて 内田US12型6-400-1012 個 2

平成15年4月8日
クラブハウスホール

208
ベット オカムラL860SCP-B711 台 1

平成15年4月8日
クラブハウス事務室

209
マットレス オカムラL864BZP-X542 台 1

平成15年4月8日
クラブハウス事務室

210
回診車 ライオンSB-2GH-M 645-50 台 1

平成15年4月8日
クラブハウス事務室

211
パネルスクリーン ライオンME153 588-79 台 1

平成15年4月11日
クラブハウス事務室

212
茶棚 オカムラL864AT-Z40 台 1

平成15年4月11日
クラブハウス事務室

213
簡易無線機携帯型 5W HX555U 台 7

平成15年6月13日
管理センター事務室

214
ＭＳパウチ L-100 個 3

平成16年3月13日
管理センター事務室

215
手動式超小型水底掃除機 スイトールミニSP-64 台 1

平成17年6月5日
キャンプ場倉庫

216
レジスター FR-55 台 2

平成17年12月6日
中入口料金所

217
スノープラウ 軽トラック用　手動アングルタイプ 台 1

平成20年1月31日
ビジターセンター車庫

218
会議テーブル オカムラ4L31BA-MB05 台 1

平成20年2月14日
管理センターセンター長室

219
椅子 オカムラCS45ZS-FM16 台 8

平成20年2月14日
管理センターセンター長室

220
クロスパネル オカムラNS335Z-FR26 台 2

平成20年2月28日
管理センター事務室

221
クロスパネル オカムラNS336Z-FR26 台 1

平成20年2月28日
管理センター事務室

222
クロスパネル オカムラNS337Z-FR26 台 2

平成20年2月28日
管理センター事務室

223
レジスター TCM FR-55 台 3

平成20年4月25日
北入口料金所

224
紙幣計算機 LAUREL J710AJ 台 1

平成20年11月7日
管理センター集計室

225
スノープラウ 軽トラック用　手動アングルタイプ 台 1

平成21年3月1日
ビジターセンター車庫

226
37型液晶テレビ Panasonic TH-L37D22 台 1

平成23年2月4日
キャンプ場ロビー

227
冷蔵庫 NR-B163JS 台 1

平成23年6月2日
管理センター給湯室

228
会議用テーブル コクヨMT-86N 台 1

平成23年6月30日
管理センター資機材庫
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種別 物件名 単位 数量

ホンダ　ステップワゴン 台 1

ホンダ　バモス 台 1

軽トラック 台 1

運営用機器 自動券売機 台 1

パソコン 台 26

サーバパソコン 台 2

プリンター 台 3

カラープリンター 台 1

複写機 台 3

大型印刷機 台 1

輪転機 台 1

硬貨計算機 台 1

リース物品（リスト）

車両

事務用機器
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品  目 規  格 単位 数量 備  考
切手 10円 枚 53
切手 30円 枚 16
切手 50円 枚 14
切手 80円 枚 48
切手 90円 枚 125
切手 100円 枚 34
切手 120円 枚 38
切手 140円 枚 10
コピー用紙 Ａ4　500枚入 冊 9
コピー用紙 Ａ3　500枚入 冊 6
コピー用紙 Ｂ4　500枚入 冊 17
コピー用紙 Ｂ5　500枚入 冊 15
コピー用紙（高白色タイプ） Ａ4　500枚入 冊 14
コピー用紙（高白色タイプ） Ａ3　500枚入 冊 5
コピー用紙（高白色タイプ） Ｂ4　500枚入 冊 3
郵便物計量器 Yamato VDS-100 台 1
デジタルカメラ CANON IXYDIGITAL2515 台 1
テプラ SR－530 台 2
ビデオ・ＤＶＤデッキ DMR-E150V 台 1
加湿器 Hybrid Hnmidifier 台 2
ＣＤラジカセ ＣＤ－500 台 1
ＤＶＤデッキ ＤＶＣＲ－Ｙ60 台 2
用紙切断器 NCH10A 台 1
DISK CUTTER DC-230 台 1
湯沸しポット CD-JE30 台 1
湯沸しポット CD-WD30 台 1
ガソリン携行缶 YG-20 台 2
ガソリン携行缶 GO-10 台 1
電動インパクトレンチ DC12V 台 1
パンチ KOKUYO 台 1
卓上ホッチキス MAX HD-12 台 1
動力つきポンプ KOSHIN HS-401S 個 1
肩掛式草刈機 RYOBI　EKK-220A 本 3
デジタルカメラ CANON IXYDIGITAL 個 1
卓上丸ノコ 日立工機　FC10FA 台 1
コードレスインパクトドライバ 日立工機　FWH12DC2 台 1
ロータリーハンマドリル 日立工機　DH24PC2 台 1
ディスクグラインダ マキタ9520L 台 1
ディスクグラインダ 日立工機　FG10SC2 台 1
振動ドリル 日立工機　FDV16VB2 台 1
ハンマードリル BOSCH PBH2000RE 台 1
インパクトレンチ 藤原産業　E1W-20AC 台 1
マイサンダ RYOBI　MS-350 台 1
電気丸ノコ マキタ　5605BA 台 1
充電式丸ノコ マキタ　SS710D 台 1
ＡＣインパクトドライバ 日立工機　FWH12VD 台 1
ジグソー マキタ　4300SB 台 1
電気カンナ マキタ　1911B 台 1
ベルトディスクサンダー 藤原産業　BDS-50MG 台 1
卓上スライド丸ノコ シンコー　SSC-190 台 1
水中ポンプ ツルミ　HS3-4 台 1
水中ポンプ 工進　PX-650 台 1
エアコンプレッサー アグリップ　AB20-30 台 1
ブロア RYOBI　BL-3500V 台 1

借　　受　　物　　品

備品以外の残存物品リスト
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品  目 規  格 単位 数量 備  考

借　　受　　物　　品

ピタガン ｸﾞﾙｰｶﾞﾝ 個 32 湖畔のクラフトコーナー用具
ドイツ箱　T型　ﾗｲﾄ色 箱 12 夏の生き物展展示用
180ｃｍミックスパインツリー 本 30 マイイルミネーション用
防雨型ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾗｲﾄ 箱 60 イベントホール用ツリー材料
STE　LEDﾁｪｰﾝﾗｲﾄ　ﾎﾜｲﾄ 112球ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付き 箱 16 湖畔広場新規製作ツリー材料
STE　LEDﾁｪｰﾝﾗｲﾄ　ﾎﾜｲﾄ 延長用 箱 55 湖畔広場新規製作ツリー材料
STE　LEDﾁｪｰﾝﾗｲﾄ　ﾌﾞﾙｰ 112球ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ付き 箱 39 湖畔広場新規製作ツリー材料
STE　LEDﾁｪｰﾝﾗｲﾄ　ﾌﾞﾙｰ 延長用 箱 11 湖畔広場新規製作ツリー材料
STE　LEDﾁｪｰﾝﾗｲﾄ　ﾋﾟﾝｸ 延長用 箱 38 湖畔広場新規製作ツリー材料
流れ星型LEDﾗｲﾄ 両面1m変光 本 10 「星座の森」電飾設置用
フォトフレーム L版 枚 33 「世界の花の庭園写真展」用
LEDライト 200球／コントローラ付 本 3 『よいとこ祭』装飾用
LEDライト 100球／連結専用 本 9 『よいとこ祭』装飾用
LEDチェーンライト 白／コントローラ付 個 10 イルミ　ツリー装飾用
LEDチェーンライト 白／連結用 個 40 イルミ　ツリー装飾用
LEDチェーンライト ゴールド＆ホワイト／コント 個 6 イルミ　ツリー装飾用
LEDチェーンライト ゴールド＆ホワイト／連結用 個 24 イルミ　ツリー装飾用
LEDアイスクルライト 青＆白／コントローラ付 個 10 イルミ　ツリー装飾用
LEDアイスクルライト 青＆白／コントローラ付 個 40 イルミ　ツリー装飾用
LEDチェーンライト 白／コントローラ付 個 8 イルミ　棚田装飾用
LEDチェーンライト 白／連結用 個 14 イルミ　棚田装飾用
白熱球ライト 500球 個 25 イルミ　棚田装飾用
白熱球ライト 100球 個 24 イルミ　棚田装飾用
白熱球ライト 200球 個 13 イルミ　棚田装飾用
白熱球ライト 500球 個 25 イルミ　ひばの里装飾用
グラス 個 3,350 イルミネーショングラスツリー
ブロアー リョービ、BL3500VDX 台 1 木工教室用
電気ドリル DW－30Y 台 1
木工ドリル L=250㎜、径ー30 本 1
木工ドリル L=250㎜、径－24 本 1
電気チェーンソー CS35 台 1
インパクトホールソー 個 2
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【平成21年度】

事故 事件 病気等 計

4月 1 1

5月 2 2

6月 1 1

7月 2 2

8月 2 1 3

9月 4 4

10月

11月

12月

1月

2月

3月

計 10 3 13

【平成22年度】

事故 事件 病気等 計

4月

5月 1 1 2

6月

7月 1 1

8月 1 1 2

9月 1 1 2

10月 1 1

11月 1 1

12月

1月

2月

3月

計 4 5 9

【平成23年度】

事故 事件 病気等 計

4月 2 1 3

5月 2 2

6月 1 1 2

7月

8月 2 1 3

9月 2 1 3

10月

11月 1 1

12月 1 1

1月

2月

3月

計 11 4 15

　危機管理対応実績〈事故対応〉　
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【平成21年度】

●事故

◎発生日 ◎時間 ◎事故の大分類 ◎事故の種類 ◎件名・被害の程度 ◎発生場所 ○負傷者分類 ○負傷者年齢 ○相手方分類 ○相手方年齢 ○相手方性別

2009/4/5 14:33 事故 負傷 頭部から出血 きゅうの丘（複合遊具） お客様 8 　

2009/6/14 12:30 事故 負傷 転倒による擦過傷

第3駐車場付近

サイクリングコース

お客様 37

2009/7/5 13:42 事故 負傷 左肩打撲 サイクリングコース お客様 6

2009/7/5 15:35 事故 負傷 顔面負傷 サイクリングコース お客様 7

2009/8/14 9:37 事故 負傷 左小指骨折及び前歯他３本損傷

キャンプ場内

サイクリングコース

お客様 12

2009/8/24 13:30 事故 負傷 足部負傷（火傷） チビッコゲレンデ お客様（２名） 2

2009/9/6 14:16 事故 負傷 足部擦傷 チビッコゲレンデ お客様 2

2009/9/20 16:00 事故 負傷 顔面裂傷及び手足擦傷 サイクリングコース お客様 7 　 　

2009/9/26 16:10 事故 負傷 頭部負傷及び手足打撲 サイクリングコース お客様 5

2009/9/27 15:59 事故 負傷 頭部及び足部負傷 サイクリングコース お客様 11 　

●病気等

◎発生日 ◎時間 ◎事故の大分類 ◎事故の種類 ◎件名・被害の程度 ◎発生場所 ○負傷者分類 ○負傷者年齢 ○相手方分類 ○相手方年齢 ○相手方性別

2009/5/10 11:40 病気（急性症状） 発症 熱中症 イベント会場 お客様 26 　

2009/5/10 11:50 病気（急性症状） 発症 熱中症 イベント会場 お客様 46 　

2009/8/24 22:10 病気（急性症状） 発症 ４０℃の高熱 オートキャンプ場 お客様 29 　

【平成22年度】

●事故

◎発生日 ◎時間 ◎事故の大分類 ◎事故の種類 ◎件名・被害の程度 ◎発生場所 ○負傷者分類 ○負傷者年齢 ○相手方分類 ○相手方年齢 ○相手方性別

2010/5/2 13:45 事故 負傷 腰部打撲 林間アスレチック お客様 7 　

2010/8/30 14:22 事故 負傷 左手首骨折

オートキャンプ場内

サイクリングコース

お客様 11

2010/9/11 14:59 事故 負傷 右側頭部負傷

杉並木付近

サイクリングコース

お客様 20

2010/11/27 16:30 事故 負傷 左鎖骨ケンサ脱臼 北サイクリングセンター付近 お客様 40

●病気等

◎発生日 ◎時間 ◎事故の大分類 ◎事故の種類 ◎件名・被害の程度 ◎発生場所 ○負傷者分類 ○負傷者年齢 ○相手方分類 ○相手方年齢 ○相手方性別

2010/5/9 11:40 病気（急性症状） 発症 熱中症 イベント会場 お客様 　 　

2010/7/24 18:36 病気（既往症悪化） 発症 腎臓結石悪化 オートキャンプ場 お客様 45 　

2010/8/8 9:45 病気（急性症状） 発症 貧血による体調不良 園内北入口 スタッフ 　 　

2010/9/20 15:37 病気（急性症状） 発症 熱中症 ひばの里 お客様 72 　

2010/10/11 13:15 病気（既往症悪化） 発症 体調不良 第２駐車場 お客様 89 　
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【平成23年度】

●事故

◎発生日 ◎時間 ◎事故の大分類 ◎事故の種類 ◎件名・被害の程度 ◎発生場所 ○負傷者分類 ○負傷者年齢 ○相手方分類 ○相手方年齢 ○相手方性別

2011/4/16 13:50 事故 負傷 顔面擦傷及び右手甲裂傷

杉並木付近

サイクリングコース

お客様 70 　

2011/4/30 11:45 車輌事故 施設等破損 運転を誤り車道脇植木破損 花の広場下付近車道 　 　 お客様 28 男

2011/5/3 15:45 事故 負傷 胸部打撲

大芝生広場付近

サイクリングコース

お客様 6

2011/5/5 12:30 事故 負傷 右肘脱臼 大芝生広場 お客様 62

2011/6/5 12:50 事故 負傷 右側頭部打撲及び右手擦傷

みのりの里付近

サイクリングコース

お客様 58

2011/8/15 14:05 事故 負傷 腰部強打による骨折

林間アスレチック

UFOスライダー

お客様 42 女

2011/8/17 11:22 事故 負傷 顎部裂傷による救急車要請 きゅうの森遊具（森の精木） お客様 4 男

2011/9/19 12:50 事故 負傷 左足骨折の疑い

林間アスレチック

UFOスライダー

お客様 35 男

2011/9/23 15:26 事故 負傷 後頭部強打 きゅうの森 お客様 2 女

2011/11/3 13:58 事故 負傷 左腕骨折の疑い 大芝生広場 お客様 10 女

2011/12/28 19:30 事故 負傷 頭部打撲による救急車要請 中の広場付近 お客様 1 不明

●病気等

◎発生日 ◎時間 ◎事故の大分類 ◎事故の種類 ◎件名・被害の程度 ◎発生場所 ○負傷者分類 ○負傷者年齢 ○相手方分類 ○相手方年齢 ○相手方性別

2011/4/23 23:00 病気（急性症状） その他 急性アルコール中毒 オートキャンプ場 お客様 39 　

2011/6/19 12:56 病気（急性症状） 発症 胃痙攣発症 ログハウス付近 ボランティア 70 　

2011/8/25 12:10 病気（急性症状） 発症 熱中症疑いによる救急車要請 花の広場 その他 60 女 　

2011/9/15 15:45 病気（既往症悪化） 発症 熱中症疑いによる救急車要請 湖畔レストハウス お客様 19 女 　
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【平成20年度】

災害種別 震度 災害件名 入園及び利用規制 施設の営業時間変更等概要

2008/9/19 昼の12：00 台風
台風１３号の事前対策及び
通過後の対応

無
９/19（金）進路が予想より南の四国沖を通過した。
被害なし。通常開園報告。

2008/10/1 台風 台風１５号 無
10/1～10/2四国沖を通過。被害なし。通常開園。

降雪
降雪のため
（積雪深10～30センチ）

無

早朝から除雪用機械（軽トラック仕様）３台を直営で
運行させ、中入口、北入口、園内道路、サイクリング
コースを開けた。

2009/1/11 降雪
降雪のため
（積雪深10～30センチ）

無

早朝から除雪用機械（軽トラック仕様）３台を管理セ
ンター職員直営で運行させ、中入口、北入口、園内道
路、サイクリングコースを開けた。

【平成21年度】

災害種別 震度 災害件名 入園及び利用規制 施設の営業時間変更等概要

2009/10/8 AM8：00 台風
台風１８号の事前対策及び
通過後の早朝巡回点検及び
報告。

無

10/6からコスモス花畑への防風ネット設置、アサガ

オ・ヒョウタンの固定等対策実施。10/8 早朝午前７
時から８時まで巡回点検実施。被害なし。通常開園報
告

降雪
降雪のため
（積雪深10～30センチ）

無

早朝から除雪用機械（軽トラック仕様）３台を管理セ
ンター職員直営で運行させ、中入口、北入口、園内道
路、サイクリングコースを開けた。

降雪
降雪のため
（積雪深10～30センチ）

無

早朝から除雪用機械（軽トラック仕様）３台を管理セ
ンター職員直営で運行させ、中入口、北入口、園内道
路、サイクリングコースを開けた。

降雪
降雪のため
（積雪深10～30センチ）

無

早朝から除雪用機械（軽トラック仕様）３台を管理セ
ンター職員直営で運行させ、中入口、北入口、園内道
路、サイクリングコースを開けた。

2010/02/06及び3/9

危機管理対応実績≪自然災害、火災≫

災害発生日時

災害発生日時

2009/01/2～1/3

2009/12/19～21

2010/01/2、1/7～8、1/13～
14
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【平成22年度】

災害種別 震度 災害件名 入園及び利用規制 施設の営業時間変更等概要

2010/7/16 豪雨 7/16庄原豪雨 無

園内被害なし報告。

2010/8/12 AM03時 台風
台風４号の事前対策及び通
過後の早朝巡回点検及び報
告

無

8/11から寒冷紗のイルミネーション撤収、中国道付近

の寒冷紗の一時撤収など対策実施。8/12早朝8時から8
時４５分まで巡回点検実施。被害なし。通常開園報
告

2010/9/8 AM３時 台風
台風９号の通過後の早朝巡
回点検及び報告

無

9/7時点の台風規模（996hｐa）、進路等から9/8早朝

巡回点検を午前８時から８時45分まで実施。被害な
し。通常開園報告。

降雪
降雪のため
（積雪深10～30センチ）

無

早朝から除雪用機械（軽トラック仕様）３台を管理セ
ンター職員直営で運行させ、中入口、北入口、園内道
路、サイクリングコースを開けた。

降雪
降雪のため
（積雪深10～30センチ）

無

早朝から除雪用機械（軽トラック仕様）３台を管理セ
ンター職員直営で運行させ、中入口、北入口、園内道
路、サイクリングコースを開けた。

降雪
降雪のため
（積雪深10～30センチ）

無

早朝から除雪用機械（軽トラック仕様）３台を管理セ
ンター職員直営で運行させ、中入口、北入口、園内道
路、サイクリングコースを開けた。

2011/2/15

2011/01/18～19

2010/12/28～30

災害発生日時
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【平成20年度】

（総務事務、物品管理等）

（経理事務、入園料等）

（利用者指導、園内巡視）

（広報宣伝、行催事）

（清掃、施設・工作物管理）

（植物管理）

中入口案内所　（２名）

シルバーカー　（２名）

係員

国営備北丘陵公園運営維持管理業務

電話受付・事務補助　（３名）

中入口料金所　（２名）

備北公園管理センター職員等配置及び職務分担表

管理センター長

　(総括責任者）

企画係長 係員

総務課長

（部門責任者）

北入口案内所　（２名）

利用サービス係長 園内巡視　（４名）

クラブハウス　（２名）

係員

管理係長 係員

業務課長

（部門責任者）

施設係長 直営作業　（１名）

ひばの里　（６名）

北入口料金所　（２名）

総務係長
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【平成21年度】

（総務事務、物品管理等）

（経理事務、入園料等）

（利用者指導、園内巡視）

（広報宣伝、行催事）

（清掃、施設・工作物管理）

（植物管理）

中入口案内所　（２名）

シルバーカー　（２名）

係員

国営備北丘陵公園運営維持管理業務

電話受付・事務補助　（３名）

中入口料金所　（２名）

備北公園管理センター職員等配置及び職務分担表

管理センター長

　(総括責任者）

企画係長 係員

総務課長

（部門責任者）

北入口案内所　（２名）

利用サービス係長 園内巡視　（４名）

クラブハウス　（２名）

係員

管理係長 係員

業務課長

（部門責任者）

施設係長 直営作業　（１名）

ひばの里　（６名）

北入口料金所　（２名）

総務係長
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【平成22年度　4月　現場配置込】

（総務事務、物品管理等）

（経理事務、入園料等）

（利用者指導、園内巡視）

（広報宣伝、行催事）

（施設・工作物管理）

（草花管理）

（草花・植物管理）

（植物管理・清掃）

植物管理係長 現場リーダー　（１名）

業務課長

（部門責任者）

草花管理係長 現場リーダー　（１名）

係員

管理センター長

　(総括責任者）

企画係長 係員 市民活動・ボランティア（１名）

施設係長 直営作業　（１名）

利用サービス係長 園内巡視　（４名）

ひばの里　（６名）

総務課長

（部門責任者）

北入口案内所　（２名）

シルバーカー　（２名）

係員

総務係長 クラブハウス　（２名）

係員

北入口料金所　（２名）

国営備北丘陵公園運営維持管理業務

電話受付・事務補助　（３名）

中入口料金所　（２名）

備北公園管理センター職員等配置及び職務分担表

中入口案内所　（２名）
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【平成23年度　現場配置込】

（総務事務、物品管理等）

（経理事務、入園料等）

（利用者指導、園内巡視）

（広報宣伝、行催事）

（施設・工作物管理）

（草花管理）

（草花・植物管理）

（植物管理・清掃）

中入口案内所　（２名）

シルバーカー　（２名）

係員

国営備北丘陵公園運営維持管理業務

電話受付・事務補助　（３名）

中入口料金所　（２名）

北入口案内所　（２名）

総務係長 クラブハウス　（２名）

係員

北入口料金所　（２名）

管理センター長

　(総括責任者）

企画係長 係員 市民活動・ボランティア（１名）

利用サービス係長 園内巡視　（４名）

ひばの里　（６名）

植物管理係長 現場リーダー　（１名）

備北公園管理センター職員等配置及び職務分担表

業務課長

（部門責任者）

草花管理係長 現場リーダー　（１名）

係員

施設係長 直営作業　（１名）

総務課長

（部門責任者）
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会合名 出席期間 開催日

国営備北丘陵公園建設対策協議会

三次河川国道事務所、庄原市、協議会会

員、管理センター

年1回　5月頃

国兼池合同調整会議

国兼池水利組合、国兼用水利用組合、三

次河川国道事務所、庄原市、管理セン

ター

年1回　3月頃

各イベント記者報道説明会

各報道機関、三次河川国道事務所、管理

センター

大型イベント毎

商工会議所定例会（木曜会） 庄原商工会議所加盟団体 毎月第３木曜日

産学官連絡調整会議

庄原産学官連絡推進機構、県立広島大

学、管理センター

毎月1回

国営備北丘陵公園マラソン大会

実行委員会

庄原市体育協会、庄原市陸上競技協会、

庄原市、三次河川国道事務所、管理セン

ター等

不定期

光のまち庄原実行委員会

庄原市観光協会、庄原商工会議所、庄原

市、三次河川国道事務所、管理センター

等

不定期

さとやま夢まつり組織（実行）委員会

庄原市、庄原商工会議所、庄原市観光協

会、三次河川国道事務所、管理センター

不定期

さとやま駅伝大会

※持ち込みイベント

庄原市スポーツ少年団本部、庄原市体育

協会、三次河川国道事務所、管理セン

ター等

3月頃

総括責任者による外部会議への出席
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【平成２０年度】

苦情、要望等集計（平成２０年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

8 1 1 5 4 3 2 1 10 0 0 0 35

7 9 2 4 3 5 7 4 14 0 0 1 56

15 10 3 9 7 8 9 5 24 0 0 1 91

良い点、お気づきの点の内訳

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

公園全般 2 1  1 3 2 1 2 12

行事・広報

指導関係

3 　 1 2 6

施設関係 3 2 1 1 1 8

植物管理

関係

　 　 0

特定公園施設

収益関係

1 1 3 5

利用者サービス

ペット関係

　 　 2 2 4

計 8 1 1 5 4 3 2 1 10 0 0 0 35

公園全般 1 　 1 1 2 5

行事・広報

指導関係

1 1 1 2 1 2 8

施設関係 　 2 1 1 1 1 3 9

植物管理

関係

2 　 2

特定公園施設

収益関係

2 3 　 2 1 2 1 2 13

利用者サービス

ペット関係

1 3 1 1 1 1 2 8 1 19

計 7 9 2 4 3 5 7 4 14 0 0 1 56

お気づきの点

良い点

お気づきの点

合  計

良い点

苦情・要望処理件数
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【平成２１年度】

苦情、要望等集計（平成２１年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

4 4 1 0 2 2 6 2 12 0 1 1 35

2 5 1 2 3 5 3 3 5 0 0 1 30

6 9 2 2 5 7 9 5 17 0 1 2 65

良い点、お気づきの点の内訳

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

公園全般 2 　 1 1 5 1 10

行事・広報

指導関係

 2 1 5 8

施設関係 　  1 1 2

植物管理

関係

2 2 1 1 6

特定公園施設

収益関係

1 1 1  2 5

利用者サービス

ペット関係

　 1  1 1 1  4

計 4 4 1 0 2 2 6 2 12 0 1 1 35

公園全般 　 　 　 1 1 1 3

行事・広報

指導関係

　 1 2  3

施設関係 　 1 1 2

植物管理

関係

1 2  3

特定公園施設

収益関係

　 3  1 2 2 2 10

利用者サービス

ペット関係

2 1  1 1 3 1 9

計 2 5 1 2 3 5 3 3 5 0 0 1 30

良い点

お気づきの点

合  計

良い点

お気づきの点
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【平成２２年度】

苦情、要望等集計（平成２２年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

0 0 3 2 0 0 0 1 3 0 0 0 9

0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4

0 0 5 2 0 0 0 1 4 0 0 1 13

良い点、お気づきの点の内訳

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

公園全般 　 　 2 2

行事・広報

指導関係

1 1

施設関係 　 1 1

植物管理

関係

　 　 0

特定公園施設

収益関係

1 1 2

利用者サービス

ペット関係

　 　 1 2 3

計 0 0 3 2 0 0 0 1 3 0 0 0 9

公園全般 　 　 　 0

行事・広報

指導関係

　 1 1

施設関係 　 0

植物管理

関係

1 1

特定公園施設

収益関係

　 　 1 1

利用者サービス

ペット関係

　 1 1

計 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4

良い点

お気づきの点

合  計

良い点

お気づきの点
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【平成20年度】 単位：枚

行事 ポスター（B4) チラシ 規格 新聞折込チラシ 規格

春まつり 200 40,000 B4カラー両面／2ツ折 653,400 B4　カラー両面

夏まつり 200 30,000 Ａ4表4色裏1色 ― ―

秋まつり 200 40,000 B4カラー両面／2ツ折 741,000 B4　カラー両面

ウインターイルミネーション 300 45,000 Ａ4片面ｶﾗｰ、B4カラー両面／2ツ折 840,000 B4　カラー両面

スイセンファンタジー 200 32,000 A4 片面カラー ― ―

【平成21年度】 単位：枚

行事 ポスター（B4) チラシ 規格 新聞折込チラシ 規格

春まつり 200 50,000 B4カラー両面／2ツ折 653,400 B4　カラー両面

夏まつり 20 20,000 Ａ4表4色裏1色 ― ―

秋まつり 200 50,000 B4カラー両面／2ツ折 771,000

ウインターイルミネーション 300 40,000 B4カラー両面／2ツ折 774,000 B4　カラー両面

スイセンファンタジー 500 65,000 A4カラー両面 ― ―

【平成22年度】 単位：枚

行事 ポスター（B4) チラシ 規格 新聞折込チラシ 規格

春まつり 500 20,000 B4カラー両面／2ツ折 571,000 B4　カラー両面

夏まつり 300 30,000 Ａ4表4色裏1色 ― ―

秋まつり 500 80,000 B4カラー両面／2ツ折 1,012,000 B4　カラー両面

ウインターイルミネーション 500 80,000 B4カラー両面／2ツ折 1,072,000 B4　カラー両面

スイセンファンタジー 500 30,000 A4 片面カラー ― ―

【平成20年度～22年度　累計】 単位：枚

行事 ポスター（B4) チラシ 規格 新聞折込チラシ 規格

春まつり 900 110,000 B4カラー両面／2ツ折 1,877,800 B4　カラー両面

夏まつり 520 80,000 Ａ4表4色裏1色 ― ―

秋まつり 900 170,000 B4カラー両面／2ツ折 2,524,000 B4　カラー両面

ウインターイルミネーション 1,100 165,000 Ａ4片面ｶﾗｰ、B4カラー両面／2ツ折 2,686,000 B4　カラー両面

スイセンファンタジー 1,200 127,000 A4 片面カラー ― ―

行催事開催時の広報（紙媒体）実績
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記者投げ込み（プレスリリース資料）実績

【平成20年度】

日付 内容

平成20年4月3日 「スイセンガーデン特別公開」延長について

平成20年5月6日 「春まつり」の御礼とご報告について

平成20年5月16日 「第７回国営備北丘陵公園マラソン大会」開催について

平成20年5月23日 「シャーレポピー＆ルピナス」開花状況について

平成20年6月6日 「ポピー＆カスミソウ切花体験」について

平成20年6月26日 「ひばの里　アジサイ園」について

平成20年7月25日 「夏まつり」及び「累計入園者5００万人達成見込」について

平成20年10月17日 「コスモス切花体験」について

平成20年10月29日 「ヒョウタン＆ヘチマ摘み取り体験」について

平成20年11月12日 「ウインターイルミネーション2008」に関する事前情報について

平成20年12月26日 「ウインターイルミネーション2008」開催終了について

平成20年2月6日 「ひなまつりにちなんだ行事開催（貝合わせ）」について

平成20年2月11日 「ひなまつりにちなんだ行事開催（２月、３月イベント）」について

平成20年3月18日 「スイセンファンタジー」について

平成20年3月25日 「スイセン」見頃について

【平成21年度】

日付 内容

平成21年4月2日 「平成２０年度年間入園者過去最高の報告」について

平成21年4月18日 「春まつり」について

平成21年5月6日 「春まつり」の御礼とご報告について

平成21年5月8日 「第８回国営備北丘陵公園マラソン大会」開催について

平成21年5月9日 「ルピナス＆シャーレポピー」の見頃について

平成21年6月12日 「ササユリ特別公開」について

平成21年6月23日 「アジサイ」の見頃について

平成21年7月1日 「ひばの里　七夕飾り」及び「アジサイ」の開花について

平成21年7月31日 「夏まつり」について

平成21年9月4日 「梨もぎ体験」について

平成21年9月10日 「２０世紀梨もぎ体験」について

平成21年10月8日 「秋まつり」について

平成21年10月18日 「アサギマダラ」について

平成21年12月10日 「マイイルミネーション　表彰式」及び「北口会場」について

平成21年1月7日 「さとやま屋敷　冬咲きぼたん展」について

平成21年3月16日 「スイセンファンタジー」について
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【平成22年度】

日付 内容

平成22年4月28日 「春まつり」について

平成22年5月20日 「初夏の花物語　開花状況」について

平成22年6月8日 「花の広場のラクスパー（チドリソウ）」開花について

平成22年6月8日 「宮角孝雄写真展」開催について

平成22年6月15日 「ササユリ保全地特別公開」について

平成22年6月15日 「花の広場の切り花体験」について

平成22年7月1日 「アジサイ園」について

平成22年8月2日 「累計入園者６００万人達成見込」について

平成22年8月25日 「梨もぎ体験（8/29）」について

平成22年9月3日 「梨もぎ体験（9月分）」について

平成22年9月10日 「秋まつり」現地説明会でのご質問の回答について

平成22年9月24日 「コスモス開花状況」について

平成22年9月30日 「アサギマダラ」について

平成22年10月13日 「花の広場開園期間延長」について

平成22年12月8日 「ウインターイルミネーション2010（ウイッシュホール紹介他）」について

平成22年12月17日 「ウインターイルミネーション2010（イベント紹介）」について

平成22年12月22日 「ウインターイルミネーション2010（花火タイム紹介他）」について

平成22年12月30日 「新春イベント」について

平成22年1月7日 「冬咲きぼたん展」及び「期間中のイベント」について

平成22年3月4日 「週末イベント」について

平成22年3月17日 「スイセンファンタジー2011」について

平成22年3月27日 「スイセンファンタジー2011」について
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（台・枚）

入口 乳母車 車椅子 荷物用カート 電動スクーター 台車 ディスクゴルフ

中案内所 46 20 16 8 4

北案内所 20 6 6 3 1 80

計 66 26 22 11 5 80

公園利用者に無償で貸与している物品一覧
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維持修繕規模（金額）の総括表維持修繕規模（金額）の総括表維持修繕規模（金額）の総括表維持修繕規模（金額）の総括表

＜建　物＞

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

大規模（50万円以上） 1 580,000 0 0 1 700,000 1 640,000

中規模（10～50万円未満） 14 3,424,151 13 2,761,069 11 2,701,929 13 2,962,383

小規模（10万円未満） 34 989,838 31 1,198,428 31 900,091 32 1,029,452

計 49 4,993,989 44 3,959,497 43 4,302,020 45 4,418,502

＜工作物＞

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

大規模（50万円以上） 11 9,176,420 8 6,554,900 8 5,445,900 9 7,059,073

中規模（10～50万円未満） 36 8,231,792 41 10,079,752 22 5,546,265 33 7,952,603

小規模（10万円未満） 67 1,169,547 95 2,084,101 68 2,061,310 77 1,771,653

計 114 18,577,759 144 18,718,753 98 13,053,475 119 16,783,329

建物及び工作物の合計

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

大規模（50万円以上） 12 9,756,420 8 6,554,900 9 6,145,900 10 7,699,073

中規模（10～50万円未満） 50 11,655,943 54 12,840,821 33 8,248,194 46 10,914,986

小規模（10万円未満） 101 2,159,385 126 3,282,529 99 2,961,401 109 2,801,105

計 163 23,571,748 188 22,678,250 141 17,355,495 164 21,201,831

　建物・工作物に係る修繕履歴　

規　模

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平　均

平　均

平　均

規　模

平成20年度 平成21年度 平成22年度

規　模

平成20年度 平成21年度 平成22年度
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維持修繕規模（金額）による区分維持修繕規模（金額）による区分維持修繕規模（金額）による区分維持修繕規模（金額）による区分

＜建　物＞

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

大規模（50万円以上） 1 580,000 0 0 1 700,000 1 640,000

中規模（10～50万円未満） 14 3,424,151 13 2,761,069 11 2,701,929 13 2,962,383

小規模（10万円未満） 34 989,838 31 1,198,428 31 900,091 32 1,029,452

計 49 4,993,989 44 3,959,497 43 4,302,020 45 4,418,502

＜工作物＞

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

大規模（50万円以上） 11 9,176,420 8 6,554,900 8 5,445,900 9 7,059,073

中規模（10～50万円未満） 36 8,231,792 41 10,079,752 22 5,546,265 33 7,952,603

小規模（10万円未満） 67 1,169,547 95 2,084,101 68 2,061,310 77 1,771,653

計 114 18,577,759 144 18,718,753 98 13,053,475 119 16,783,329

平　均

規　模

平成20年度 平成21年度 平成22年度

規　模

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平　均
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修繕履歴（建物）　H20年度 - H22年度

№ 連番 起案日 年度 工種 細別 件　　　名 修繕費 規模

1 1 H20.8.26 20 建物 管理棟修繕 さとやま屋敷長屋門ガラス戸改修 77,000 3

2 2 H20.11.13 20 建物 管理棟修繕 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝイベント本部施設工事 308,051 2

3 3 H20.11.21 20 建物 管理棟修繕 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ用イルミネーション追加設置 14,500 3

4 4 H21.2.4 20 建物 管理棟修繕 星の里管理棟自動ドア修理 60,000 3

5 5 H21.11.21 20 建物 管理棟修繕 ｵｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ管理棟　ガス漏れ警報機修理 69,000 3

6 6 H20.4.1 20 建物 休憩所等修繕 たたら工房・木の工房　棟瓦部漆喰修繕 490,000 2

7 7 H20.4.19 20 建物 休憩所等修繕 国兼ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ　階段等進入防止柵設置 95,000 3

8 8 H20.4.25 20 建物 休憩所等修繕 ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ国兼2F休憩所仮設壁設置 270,000 2

9 9 H20.5.24 20 建物 休憩所等修繕 合鍵製作他２点購入 6,280 3

10 10 H20.6.3 20 建物 休憩所等修繕 オートビレッジ修理 18,000 3

11 11 H20.8.10 20 建物 休憩所等修繕 床用モール購入 24,720 3

12 12 H20.8.30 20 建物 休憩所等修繕 つどいの里さくら展望台修繕 580,000 1

13 13 H20.11.2 20 建物 休憩所等修繕 巨大万華鏡改造工事 310,000 2

14 14 H20.11.11 20 建物 休憩所等修繕 ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ　ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去作業 40,000 3

15 15 H21.2.8 20 建物 休憩所等修繕 トタンとい受購入 786 3

16 16 H21.2.8 20 建物 休憩所等修繕 トタンとい受購入 900 3

17 17 H20.6.28 20 建物 車庫・倉庫等修繕 里山屋敷　水車修繕 50,000 3

18 18 H20.10.29 20 建物 車庫・倉庫等修繕 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ車庫ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ修理 45,000 3

19 19 H20.11.28 20 建物 車庫・倉庫等修繕 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ木製ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ修理 250,000 2

20 20 H20.5.15 20 建物 便所修繕 オートビレッジ身障者トイレフラッシュバルブ分解掃除 4,000 3

21 21 H20.7.22 20 建物 便所修繕 つどい第2トイレセンサースイッチ修理 13,000 3

22 22 H20.8.4 20 建物 便所修繕 きゅうの森休憩所身障者トイレ詰まり修繕 4,400 3

23 23 H20.4.22 20 建物 その他維持修繕 トイレコーナー購入.1 3,199 3

24 24 H20.4.24 20 建物 その他維持修繕 トイレコーナー購入.2 4,170 3

25 25 H20.4.28 20 建物 その他維持修繕 トイレコーナー購入.3 8,686 3

26 26 H20.5.1 20 建物 その他維持修繕 臨時駐車場仮設トイレ 59,500 3

27 27 H20.5.28 20 建物 その他維持修繕 ドライワイパー他購入 19,609 3

28 28 H20.6.7 20 建物 その他維持修繕 南京錠　同一キー購入 13,200 3

29 29 H20.8.3 20 建物 その他維持修繕 遮光ネット購入 108,000 2

30 30 H20.8.16 20 建物 その他維持修繕 ニス購入 3,696 3

31 31 H20.8.19 20 建物 その他維持修繕 蛍光灯外購入 128,000 2

32 32 H20.8.20 20 建物 その他維持修繕 のこぎり外購入 11,477 3

33 33 H20.8.27 20 建物 その他維持修繕 パソコンタップ外購入 4,892 3

34 34 H20.9.20 20 建物 その他維持修繕 ミニハロゲンランプ他購入 123,500 2

35 35 H20.10.2 20 建物 その他維持修繕 秋まつり第6駐車場仮設トイレ 23,500 3

36 36 H20.10.6 20 建物 その他維持修繕 キャンプ場管理棟天井ランプ購入 104,400 2

37 37 H20.10.9 20 建物 その他維持修繕 臨時駐車場仮設トイレ 35,500 3

38 38 H20.11.3 20 建物 その他維持修繕 ハウス用ビニール外購入 30,326 3

39 39 H20.11.16 20 建物 その他維持修繕 ロールスクリーン外購入 35,933 3

40 40 H20.11.18 20 建物 その他維持修繕 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ仮設トイレ設置 130,500 2

41 41 H21.2.10 20 建物 その他維持修繕 高衝撃性アクリル板購入 212,000 2

42 42 H21.2.24 20 建物 その他維持修繕 高衝撃性アクリル板購入(イエロー) 89,500 3

43 43 H21.11.19 20 建物 その他維持修繕 建物装飾部材購入 33,124 3

44 44 H20.8.3 20 建物 空調設備維持修繕 つどいの里ｸﾗﾌﾞﾊｳｽB棟ｴｱｺﾝ修理 34,440 3

45 45 H20.8.10 20 建物 空調設備維持修繕 ビジターセンター1F空調機修理 381,300 2

46 46 H20.8.21 20 建物 空調設備維持修繕 やきもの工房空調機修理 36,000 3

47 47 H20.9.10 20 建物 空調設備維持修繕 ｵｰﾄﾋﾞﾚｯｼﾞ管理棟ｴｱｺﾝ修理 184,400 2

48 48 H20.5.2 20 建物 消防設備維持修繕 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ受信機用ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 20,500 3

49 49 H20.7.1 20 建物 建物設備その他修繕 展示映像設備送出機器修繕 424,000 2

1 50 H21.4.20 21 建物 建物その他維持修繕 春祭り臨時駐車場仮設トイレ設置 74,500 3

2 51 H21.5.12 21 建物 建物その他維持修繕 ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ国兼　溝蓋製作設置 45,500 3

3 52 H21.10.2 21 建物 建物その他維持修繕 秋まつり臨時駐車場仮設トイレ設置 30,500 3

4 53 H21.11.13 21 建物 建物その他維持修繕 イルミネーション仮設トイレ設置 80,500 3

5 54 H21.5.20 21 建物 建物その他維持修繕 高耐衝撃性アクリル板購入 107,000 2

6 55 H21.6.12 21 建物 建物その他維持修繕 単管パイプ購入 271,764 2

7 56 H21.6.26 21 建物 建物その他維持修繕 クランプ外購入 174,355 2

8 57 H21.7.12 21 建物 建物その他維持修繕 遮熱シート購入 35,715 3

9 58 H21.7.18 21 建物 建物その他維持修繕 インシュロック外購入 25,691 3

10 59 H21.8.31 21 建物 建物その他維持修繕 インスタントセメント他購入 5,060 3

11 60 H21.10.20 21 建物 建物その他維持修繕 ハロゲン球購入 38,250 3

12 61 H22.2.17 21 建物 建物その他維持修繕 蛍光灯購入 15,000 3

13 62 H22.2.18 21 建物 建物その他維持修繕 アクリル変性高衝撃塩ビ板購入 122,000 2

14 63 H22.3.16 21 建物 建物その他維持修繕 コンパクト型蛍光灯購入 10,350 3

15 64 H21.4.1 21 建物 管理棟修繕 業務用無線基地局移設工事 52,020 3

16 65 H21.6.26 21 建物 管理棟修繕 木の工房雨樋購入 2,637 3

17 66 H21.7.5 21 建物 管理棟修繕 遮光シート外購入 2,549 3

18 67 H21.8.14 21 建物 管理棟修繕 遮光シート外購入 43,214 3

19 68 H22.2.7 21 建物 管理棟修繕 ビジターセンターモニター修理 27,000 3

20 69 H21.4.10 21 建物 休憩所等修繕 UFOシェルターｺﾝｸﾘｰﾄ床補修 296,010 2

21 70 H21.5.27 21 建物 休憩所等修繕 さとやま屋敷　丸太雪止め点検修繕 55,000 3

22 71 H21.6.7 21 建物 休憩所等修繕 ｷｬﾝﾌﾟ場管理棟ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ外滑り止め加工 285,000 2

23 72 H21.7.2 21 建物 休憩所等修繕 野外双眼鏡移設 51,000 3

24 73 H21.9.24 21 建物 休憩所等修繕 さくら展望台手摺補修 210,000 2
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№ 連番 起案日 年度 工種 細別 件　　　名 修繕費 規模

25 74 H21.9.26 21 建物 休憩所等修繕 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰｷｯｽﾞﾙｰﾑカーペット張替え 80,000 3

26 75 H21.10.2 21 建物 休憩所等修繕 大型駐車場休憩所雨樋修繕 180,000 2

27 76 H21.12.3 21 建物 休憩所等修繕 上の農家煙突修理 80,000 3

28 77 H22.2.7 21 建物 休憩所等修繕 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽA棟　照明修繕 15,000 3

29 78 H22.2.9 21 建物 休憩所等修繕 さとやま屋敷　丸太雪止め取替 95,000 3

30 79 H21.10.2 21 建物 車庫・倉庫等修繕 中広場　農家井戸柱修繕 95,000 3

31 80 H21.11.8 21 建物 車庫・倉庫等修繕 半鐘台補強工事 127,940 2

32 81 H22.2.24 21 建物 車庫・倉庫等修繕 水車水路修繕 70,000 3

33 82 H21.7.2 21 建物 便所修繕 第1駐車場トイレ外2箇所ｼｬｯﾀｰ修繕 45,000 3

34 83 H21.10.2 21 建物 便所修繕 浅谷山トイレトップライト修繕 140,000 2

35 84 H21.10.2 21 建物 便所修繕 園内各所水石鹸入れ修繕 7,500 3

36 85 H21.10.14 21 建物 便所修繕 大芝生ｶﾌﾟｾﾙﾄｲﾚ水石鹸入れ設置 29,000 3

37 86 H22.1.13 21 建物 便所修繕 第6駐車場便所保温設備設置 235,000 2

38 87 H21.7.21 21 建物 空調設備維持修繕 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰ清掃 12,000 3

39 88 H21.9.1 21 建物 空調設備維持修繕 湖畔ﾚｽﾄﾊｳｽ2Fｴｱｺﾝ修理 495,000 2

40 89 H21.10.17 21 建物 空調設備維持修繕 ｵｰﾄﾋﾟﾚｯｼ管理棟宿直室ｴｱｺﾝ修理 26,000 3

41 90 H21.4.24 21 建物 消防設備維持修繕 ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ消防設備緊急対応処置作業 20,000 3

42 91 H22.2.9 21 建物 消防設備維持修繕 消火器購入 18,000 3

43 92 H21.6.26 21 建物 建物設備その他修繕 センサーライト外購入 11,442 3

44 93 H22.3.4 21 建物 建物設備その他修繕 ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰガス給湯器取替工事 117,000 2

1 94 H22.4.22 22 建物 建物その他維持修繕 シルバー料金導入に伴うサイン変更工事 357,400 2

2 95 H22.4.2 22 建物 建物その他維持修繕 トイレブース施錠表示板 51,200 3

3 96 H22.4.9 22 建物 建物その他維持修繕 高耐衝撃性アクリル板購入 270,000 2

4 97 H22.4.9 22 建物 建物その他維持修繕 蛍光ランプ外購入 268,600 2

5 98 H22.4.19 22 建物 建物その他維持修繕 ハロゲンランプ購入 38,250 3

6 99 H22.4.30 22 建物 建物その他維持修繕 蛍光灯外購入 8,050 3

7 100 H22.4.9 22 建物 便所修繕 第6駐車場便所修理 5,200 3

8 101 H22.6.23 22 建物 建物維持その他修繕 コンパクト型蛍光灯購入 19,000 3

9 102 H22.7.17 22 建物 建物維持その他修繕 青竹購入 42,000 3

10 103 H22.7.18 22 建物 建物維持その他修繕 よしず購入 123,429 2

11 104 H22.8.3 22 建物 建物維持その他修繕 トイレ用ピストンバルブ購入 87,700 3

12 105 H22.8.12 22 建物 建物維持その他修繕 L型クッション購入 934 3

13 106 H22.9.15 22 建物 建物維持その他修繕 合鍵他購入 6,305 3

14 107 H22.10.7 22 建物 建物維持その他修繕 まさ土舗装材外購入 25,620 3

15 108 H22.10.8 22 建物 建物維持その他修繕 ネームホルダー外購入 2,732 3

16 109 H22.10.16 22 建物 建物維持その他修繕 蛍光灯購入 10,500 3

17 110 H22.10.17 22 建物 建物維持その他修繕 UVカットシート外購入 41,239 3

18 111 H22.10.24 22 建物 建物維持その他修繕 回転式強力バイス外購入 10,130 3

19 112 H22.10.29 22 建物 建物維持その他修繕 油性ペンキ外購入 22,212 3

20 113 H22.12.12 22 建物 建物維持その他修繕 タップ付コード外購入 6,119 3

21 114 H23.1.7 22 建物 建物維持その他修繕 身障者トイレドアスムース駆動装置購入 6,500 3

22 115 H22.9.29 22 建物 管理棟修繕 ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ監視装置パソコン修繕 30,000 3

23 116 H22.6.3 22 建物 休憩所等修繕 花広場展望台木部改修工事 420,000 2

24 117 H22.7.3 22 建物 休憩所等修繕 さくら展望台手摺修繕 150,000 2

25 118 H22.7.3 22 建物 休憩所等修繕 さとやま屋敷かまど改修工事 398,000 2

26 119 H22.7.4 22 建物 休憩所等修繕 はなの・さくら展望台追加修繕工事 40,000 3

27 120 H22.7.17 22 建物 休憩所等修繕 きゅうの丘パーゴラ車椅子スロープ設置 41,000 3

28 121 H22.8.18 22 建物 休憩所等修繕 きゅうの森パーゴラよしず設置 43,800 3

29 122 H22.8.22 22 建物 休憩所等修繕 湖畔ﾚｽﾄﾊｳｽ自動扉ｽｲｯﾁ取替 39,600 3

30 123 H22.9.29 22 建物 休憩所等修繕 さくら展望台手摺修繕(その2) 220,000 2

31 124 H22.10.30 22 建物 休憩所等修繕 花広場展望台手摺防水工事 215,000 2

32 125 H22.12.18 22 建物 休憩所等修繕 湖畔ﾚｽﾄﾊｳｽ雨漏り対応樋設置 53,000 3

33 126 H23.1.15 22 建物 休憩所等修繕 日避け用単管パーゴラ撤去 137,000 2

34 127 H22.7.4 22 建物 車庫・倉庫等修繕 さとやま屋敷納屋雨樋交換 700,000 1

35 128 H22.10.10 22 建物 車庫・倉庫等修繕 棚田ポンプ室排水用側溝設置 46,000 3

36 129 H22.6.4 22 建物 便所修繕 きゅうの森休憩所トイレ詰まり修理 4,000 3

37 130 H22.6.6 22 建物 便所修繕 大芝生ｶﾌﾟｾﾙﾄｲﾚ手摺修繕 12,000 3

38 131 H22.10.10 22 建物 便所修繕 大型駐車場手洗器修繕 28,000 3

39 132 H22.10.23 22 建物 便所修繕 神楽殿便所修繕 14,000 3

40 133 H23.1.16 22 建物 便所修繕 第６駐車場トイレ冬季封鎖扉設置 70,000 3

41 134 H22.10.20 22 建物 空調設備維持修繕 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ系統用空調機修繕 142,500 2

42 135 H22.9.8 22 建物 消防設備維持修繕 火災報知器臨時点検 5,000 3

43 136 H22.10.10 22 建物 建物設備その他修繕 たたら工房給湯器修繕 90,000 3
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№ 連番 起案日 年度 工種 細別 件　　　名 修繕費 規模

1 1 H20.4.16 20 工作物 園路広場修繕 第2駐車場進入禁止サイン設置他 114,660 2

2 2 H20.5.28 20 工作物 園路広場修繕 備北オートビレッジ　キャンプ場案内板補強 145,000 2

3 3 H20.11.5 20 工作物 園路広場修繕 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ用既存看板改修 180,000 2

4 4 H20.8.5 20 工作物 園路広場修繕 大芝生広場階段補修 266,371 2

5 5 H20.4.6 20 工作物 園路広場修繕 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ園路グレーチング設置 210,000 2

6 6 H20.4.14 20 工作物 園路広場修繕 大型バス対策　側溝修繕 260,000 2

7 7 H20.6.8 20 工作物 園路広場修繕 園内舗装補修作業(園内サイクリングコース) 187,851 2

8 8 H20.6.20 20 工作物 園路広場修繕 自転車遠路区画線（矢印）設置 150,000 2

9 9 H20.8.20 20 工作物 園路広場修繕 中の広場ウッドデッキ修繕 638,000 1

10 10 H20.9.2 20 工作物 園路広場修繕 園路クラック補修 160,876 2

11 11 H20.10.14 20 工作物 園路広場修繕 大芝生広場　ステージ土間ブロック修繕 90,000 3

12 12 H20.11.11 20 工作物 園路広場修繕 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ前ﾊﾞｽ停改修工事 500,000 1

13 13 H20.4.1 20 工作物 遊具維持修繕 林間ｱｽﾚﾁｯｸ遊具修繕11月点検分 802,000 1

14 14 H20.4.1 20 工作物 遊具維持修繕 猿渡サイズ変更修繕 165,000 2

15 15 H20.4.5 20 工作物 遊具維持修繕 林間ｱｽﾚﾁｯｸ日本ピラミッドネット設置 181,000 2

16 16 H20.4.8 20 工作物 遊具維持修繕 園内遊具修理工事(その1) 882,000 1

17 17 H20.4.22 20 工作物 遊具維持修繕 遊具周り海砂敷き込み 180,000 2

18 18 H20.4.22 20 工作物 遊具維持修繕 きゅうの森空気砲修理 27,450 3

19 19 H20.5.28 20 工作物 遊具維持修繕 波のり土留め工事 172,000 2

20 20 H20.6.1 20 工作物 遊具維持修繕 遊具周り土留め補修(アスレチックコース) 627,120 1

21 21 H20.6.19 20 工作物 遊具維持修繕 園内遊具修理工事(その2) 620,000 1

22 22 H20.6.28 20 工作物 遊具維持修繕 遊具定期点検 725,300 1

23 23 H20.6.28 20 工作物 遊具維持修繕 日本ピラミッド他修繕 437,000 2

24 24 H20.8.3 20 工作物 遊具維持修繕 ふわふわドーム・ｽﾗｲﾀﾞｰ補修工事 225,000 2

25 25 H20.9.2 20 工作物 遊具維持修繕 遊具修繕(シャックル等交換) 127,000 2

26 26 H20.9.6 20 工作物 遊具維持修繕 リングトンネル改良工事 480,000 2

27 27 H20.10.2 20 工作物 遊具維持修繕 林間ｱｽﾚﾁｯｸ遊具ネットのぼり修繕 323,000 2

28 28 H20.10.24 20 工作物 遊具維持修繕 キャンプ場遊具修繕 927,000 1

29 29 H20.10.30 20 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘ﾌﾞﾗﾝｺネット外修繕 929,000 1

30 30 H21.1.6 20 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘たんぽぽわたげﾛｰﾌﾟｳｪｲ補修 33,000 3

31 31 H21.1.6 20 工作物 遊具維持修繕 ローラー滑り台ローラー交換 384,000 2

32 32 H21.1.9 20 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘ぶらんこ柵設置 436,000 2

33 33 H21.1.20 20 工作物 遊具維持修繕 ネットのぼり支柱補修 20,000 3

34 34 H20.4.1 20 工作物 その他維持修繕 園内清掃業務(工作物管理) 1,926,000 1

35 35 H20.4.7 20 工作物 その他維持修繕 園内木杭打ち込み作業 600,000 1

36 36 H20.7.5 20 工作物 その他維持修繕 夏祭り冷却機レンタル 206,520 2

37 37 H20.7.13 20 工作物 その他維持修繕 仮設屋根材リース 204,662 2

38 38 H20.7.22 20 工作物 その他維持修繕 ｺﾝｻｰﾄ準備規制ｴﾘｱコーン設置 159,625 2

39 39 H20.7.27 20 工作物 その他維持修繕 ｺﾝｻｰﾄ片付け規制ｴﾘｱコーン設置 78,165 3

40 40 H20.9.2 20 工作物 その他維持修繕 ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌｺｰｽ階段設置 151,776 2

41 41 H20.4.1 20 工作物 その他維持修繕 ケーブル外8件購入 10,332 3

42 42 H20.4.4 20 工作物 その他維持修繕 ロープ柵用鉄ピン製作 250,000 2

43 43 H20.4.9 20 工作物 その他維持修繕 工具セット購入 26,750 3

44 44 H20.4.13 20 工作物 その他維持修繕 塗装用缶スプレー購入 1,520 3

45 45 H20.4.16 20 工作物 その他維持修繕 高衝撃塩ビ板購入 220,000 2

46 46 H20.5.16 20 工作物 その他維持修繕 クレポリロープ他８点購入 15,867 3

47 47 H20.5.27 20 工作物 その他維持修繕 ロックタイ購入 5,220 3

48 48 H20.5.28 20 工作物 その他維持修繕 進入禁止シール購入 20,000 3

49 49 H20.5.29 20 工作物 その他維持修繕 マスキングテープ他１件購入 3,098 3

50 50 H20.6.1 20 工作物 その他維持修繕 下地合板他１件購入 6,734 3

51 51 H20.6.7 20 工作物 その他維持修繕 コーススレッド中箱他６件購入 3,168 3

52 52 H20.6.7 20 工作物 その他維持修繕 米松　乾燥垂木購入 2,839 3

53 53 H20.6.11 20 工作物 その他維持修繕 カッティングシート購入 30,000 3

54 54 H20.6.11 20 工作物 その他維持修繕 センターポンチ他２件購入 1,515 3

55 55 H20.6.17 20 工作物 その他維持修繕 コンクリートボンド購入 1,566 3

56 56 H20.6.21 20 工作物 その他維持修繕 鉄工ヤスリセット５本組　他５点購入 8,075 3

57 57 H20.6.26 20 工作物 その他維持修繕 やな補修部材購入 4,328 3

58 58 H20.7.4 20 工作物 その他維持修繕 高耐衝撃性アクリル板購入 160,000 2

59 59 H20.7.12 20 工作物 その他維持修繕 混砂セメント購入 1,138 3

60 60 H20.7.13 20 工作物 その他維持修繕 ベンチ補修用材料購入 7,880 3

61 61 H20.7.18 20 工作物 その他維持修繕 散水栓用異径ｿｹｯﾄ類購入 7,663 3

62 62 H20.7.18 20 工作物 その他維持修繕 PPロープ外購入 12,149 3

63 63 H20.7.19 20 工作物 その他維持修繕 PPロープ購入 4,115 3

64 64 H20.7.21 20 工作物 その他維持修繕 異径ニップル外購入 37,359 3

- 別紙 320 -



№ 連番 起案日 年度 工種 細別 件　　　名 修繕費 規模

65 65 H20.7.22 20 工作物 その他維持修繕 ロックタイ外購入 3,797 3

66 66 H20.7.22 20 工作物 その他維持修繕 立ち入り禁止テープ外購入 44,515 3

67 67 H20.7.22 20 工作物 その他維持修繕 ミストテント用散水部材購入 16,830 3

68 68 H20.7.24 20 工作物 その他維持修繕 ヤスリ外購入 5,928 3

69 69 H20.7.24 20 工作物 その他維持修繕 ホース外購入 7,105 3

70 70 H20.8.3 20 工作物 その他維持修繕 剪定鋏購入 7,391 3

71 71 H20.8.5 20 工作物 その他維持修繕 玉砂利購入 332 3

72 72 H20.8.9 20 工作物 その他維持修繕 合板外購入 25,857 3

73 73 H20.8.11 20 工作物 その他維持修繕 充電ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ用バッテリー外購入 15,385 3

74 74 H20.8.11 20 工作物 その他維持修繕 丸棒外購入 6,115 3

75 75 H20.8.15 20 工作物 その他維持修繕 同軸ケーブル外購入 13,383 3

76 76 H20.8.16 20 工作物 その他維持修繕 レンチ用ソケット購入 608 3

77 77 H20.8.20 20 工作物 その他維持修繕 コード外購入 12,275 3

78 78 H20.8.21 20 工作物 その他維持修繕 霧発生装置レンタル 4,480 3

79 79 H20.9.2 20 工作物 その他維持修繕 プリント合板購入 1,220 3

80 80 H20.9.6 20 工作物 その他維持修繕 ステンレスボルト外購入 4,534 3

81 81 H20.9.12 20 工作物 その他維持修繕 防水両面テープ外購入 6,431 3

82 82 H20.9.18 20 工作物 その他維持修繕 土嚢袋購入 195,000 2

83 83 H20.9.19 20 工作物 その他維持修繕 高耐衝撃性アクリル板購入 160,000 2

84 84 H20.9.28 20 工作物 その他維持修繕 丸ノコ替刃外購入 8,720 3

85 85 H20.10.4 20 工作物 その他維持修繕 布カラーテープ外購入 3,524 3

86 86 H20.10.6 20 工作物 その他維持修繕 年輪杭他購入 5,934 3

87 87 H20.10.11 20 工作物 その他維持修繕 丸釘外購入 3,400 3

88 88 H20.10.15 20 工作物 その他維持修繕 卓上丸ノコ外購入 34,058 3

89 89 H20.10.15 20 工作物 その他維持修繕 枕木購入 220,000 2

90 90 H20.10.18 20 工作物 その他維持修繕 年輪杭他購入 12,324 3

91 91 H20.10.24 20 工作物 その他維持修繕 不快害虫駆除剤　スーパースズメバチジェット他購入8,964 3

92 92 H20.10.26 20 工作物 その他維持修繕 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ・ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ外購入 26,515 3

93 93 H20.10.30 20 工作物 その他維持修繕 ビニールテープ購入 1,738 3

94 94 H20.11.22 20 工作物 その他維持修繕 ロックタイ他購入 4,860 3

95 95 H20.11.23 20 工作物 その他維持修繕 フリープラグ延長コード他購入 11,766 3

96 96 H20.11.29 20 工作物 その他維持修繕 年輪杭　６尺他購入 10,699 3

97 97 H21.2.4 20 工作物 その他維持修繕 汚水ポンプ他購入 27,783 3

98 98 H21.2.10 20 工作物 その他維持修繕 工具購入 24,153 3

99 99 H21.2.11 20 工作物 その他維持修繕 グレーアングル支柱他購入 15,176 3

100 100 H21.2.18 20 工作物 その他維持修繕 テストハンマー他購入 3,356 3

101 101 H20.7.17 20 工作物 電気設備維持修繕 街路灯不点修理 131,451 2

102 102 H20.7.25 20 工作物 電気設備維持修繕 コンセント回路増設工事 14,160 3

103 103 H20.10.7 20 工作物 電気設備維持修繕 星の里ｻﾆﾀﾘｰ照明用ﾀｲﾏｰ修理 11,800 3

104 104 H20.11.19 20 工作物 電気設備維持修繕 分電盤ﾀｲﾑｽｲｯﾁ・自動点滅器修理 33,500 3

105 105 H20.7.3 20 工作物 水道設備維持修繕 公園内各所散水栓取付工事 317,000 2

106 106 H20.7.22 20 工作物 水道設備維持修繕 大芝生広場散水栓取付工事 120,000 2

107 107 H20.4.13 20 工作物 水循環設備維持修繕 残留塩素測定器他購入 33,000 3

108 108 H20.6.1 20 工作物 水循環設備維持修繕 茶屋横ポンプ修繕工事 280,000 2

109 109 H20.7.3 20 工作物 水循環設備維持修繕 七戸調整池ポンプ取替工事 82,000 3

110 110 H20.8.3 20 工作物 水循環設備維持修繕 中の広場七戸池ポンプ交換 383,000 2

111 111 H20.8.21 20 工作物 水循環設備維持修繕 七戸調整池給水ホース取付 288,000 2

112 112 H20.6.7 20 工作物 電話設備維持修繕 留守番電話装置取付工事 55,000 3

113 113 H20.8.14 20 工作物 電話設備維持修繕 ｺｰﾄﾞﾚｽ電話機取付工事 55,000 3

114 114 H20.11.28 20 工作物 電話設備維持修繕 さとやま屋敷　電話機交換 46,000 3

1 115 H21.5.8 21 工作物 園路広場修繕 ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽバリカー設置 40,000 3

2 116 H21.9.14 21 工作物 園路広場修繕 既設掲示板外枠修繕 84,300 3

3 117 H21.10.2 21 工作物 園路広場修繕 既設案内板外枠修繕 270,600 2

4 118 H21.4.10 21 工作物 園路広場修繕 湖畔ﾚｽﾄﾗﾝ　噴水周り舗装修繕 162,890 2

5 119 H21.4.14 21 工作物 園路広場修繕 自転車園路沿い側溝補修 235,431 2

6 120 H21.4.20 21 工作物 園路広場修繕 自転車園路ライン引き 44,948 3

7 121 H21.4.27 21 工作物 園路広場修繕 湖畔ﾚｽﾄﾗﾝ周りウッドデッキ修繕 103,000 2

8 122 H21.5.8 21 工作物 園路広場修繕 神楽殿周辺ウッドデッキ修繕 340,000 2

9 123 H21.5.27 21 工作物 園路広場修繕 林間ｱｽﾚﾁｯｸ周りウッドデッキ修繕 771,000 1

10 124 H21.6.14 21 工作物 園路広場修繕 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ沿いｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ敷き込み 92,000 3

11 125 H21.8.24 21 工作物 園路広場修繕 花広場ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ固定作業 80,000 3

12 126 H21.9.5 21 工作物 園路広場修繕 キャンプ場ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ外修繕 26,000 3

13 127 H22.2.17 21 工作物 園路広場修繕 林間ｱｽﾚﾁｯｸ周辺ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ補修工事 332,000 2

14 128 H22.2.24 21 工作物 園路広場修繕 湖畔ｻｲｸﾘﾝｸﾞ園路脇歩道　安全対策溝蓋ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ加工取付550,000 1

15 129 H22.3.3 21 工作物 園路広場修繕 林間休憩所等周辺補修工事 347,000 2
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16 130 H22.3.11 21 工作物 園路広場修繕 遊びの原っぱ・湖畔広場　安全対策溝蓋ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ加工取付480,000 2

17 131 H21.4.1 21 工作物 遊具維持修繕 ネットのぼり土留枠補修 186,420 2

18 132 H21.4.10 21 工作物 遊具維持修繕 林間アスレチック遊具修繕 466,000 2

19 133 H21.4.14 21 工作物 遊具維持修繕 ﾋﾊﾞｺﾞﾝﾛｰﾌﾟ土留枠補修 146,640 2

20 134 H21.4.14 21 工作物 遊具維持修繕 みのむしﾌﾞﾗﾝｺ他遊具修繕 297,000 2

21 135 H21.4.25 21 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘くさっぱらの道ゆらゆら林交換 173,031 2

22 136 H21.4.25 21 工作物 遊具維持修繕 わた雲ドーム簡易補修材購入 100,000 2

23 137 H21.5.2 21 工作物 遊具維持修繕 大型滑り台外遊具修繕 359,000 2

24 138 H21.6.2 21 工作物 遊具維持修繕 赤い家修繕・移設工事 330,000 2

25 139 H21.6.7 21 工作物 遊具維持修繕 遊具定期点検 725,300 1

26 140 H21.7.9 21 工作物 遊具維持修繕 ヒバゴロープワイヤー交換 82,000 3

27 141 H21.8.11 21 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘ﾁｭｰﾌﾞｽﾗｲﾀﾞｰ修繕 92,000 3

28 142 H21.10.2 21 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘赤い家修繕 17,000 3

29 143 H21.10.2 21 工作物 遊具維持修繕 遊具周辺整備工事 357,300 2

30 144 H21.10.15 21 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘　人工芝張替他遊具修繕 287,000 2

31 145 H21.10.28 21 工作物 遊具維持修繕 神楽殿八橋手摺補修他遊具修繕 691,200 1

32 146 H21.11.12 21 工作物 遊具維持修繕 スプリング遊具　スプリング交換他遊具修繕 578,000 1

33 147 H21.11.13 21 工作物 遊具維持修繕 きゅうの森壁のぼり他遊具修繕 362,500 2

34 148 H21.11.26 21 工作物 遊具維持修繕 林間ｱｽﾚﾁｯｸ　ネット吊り橋他遊具修繕 598,000 1

35 149 H21.12.18 21 工作物 遊具維持修繕 林間ｱｽﾚﾁｯｸ　UFOｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ他遊具修繕 660,400 1

36 150 H21.4.1 21 工作物 その他維持修繕 園内清掃業務(工作物管理) 1,981,000 1

37 151 H21.4.21 21 工作物 その他維持修繕 きゅうの丘土砂流出箇所補修 156,520 2

38 152 H21.6.2 21 工作物 その他維持修繕 棚田池泥除けブロック設置 150,000 2

39 153 H21.6.26 21 工作物 その他維持修繕 じゃぶじゃぶ池修繕 63,000 3

40 154 H21.7.2 21 工作物 その他維持修繕 単管パイプ寒冷紗設置 275,000 2

41 155 H21.7.10 21 工作物 その他維持修繕 ミストファンレンタル７月分 74,520 3

42 156 H21.7.17 21 工作物 その他維持修繕 杉並木寒冷紗設置 242,000 2

43 157 H21.8.1 21 工作物 その他維持修繕 ミストファンレンタル8月分 260,440 2

44 158 H21.9.4 21 工作物 その他維持修繕 寒冷紗撤去作業 208,000 2

45 159 H21.10.7 21 工作物 その他維持修繕 友愛橋横フェンス補修工事 110,000 2

46 160 H21.11.13 21 工作物 その他維持修繕 南臨時駐車場　ゲート改修 125,000 2

47 161 H22.1.16 21 工作物 その他維持修繕 バルブハンドル製作 35,000 3

48 162 H21.4.3 21 工作物 その他維持修繕 グリーンロープ購入 43,225 3

49 163 H21.4.15 21 工作物 その他維持修繕 クレポリロープ他購入 7,294 3

50 164 H21.4.21 21 工作物 その他維持修繕 動物よけネット他購入 13,860 3

51 165 H21.4.25 21 工作物 その他維持修繕 ハンマードリル外購入 33,042 3

52 166 H21.4.26 21 工作物 その他維持修繕 ソーチェーン購入 9,200 3

53 167 H21.5.13 21 工作物 その他維持修繕 ドライ生コン購入 2,848 3

54 168 H21.5.16 21 工作物 その他維持修繕 木工ボンド他購入 6,450 3

55 169 H21.5.27 21 工作物 その他維持修繕 ビニールロープ購入 25,936 3

56 170 H21.5.27 21 工作物 その他維持修繕 コーンベット購入 30,000 3

57 171 H21.6.2 21 工作物 その他維持修繕 ステンパイプ柄手鍬他購入 9,837 3

58 172 H21.6.5 21 工作物 その他維持修繕 クランプ他購入 18,701 3

59 173 H21.6.7 21 工作物 その他維持修繕 サニーホース他購入 2,536 3

60 174 H21.6.13 21 工作物 その他維持修繕 サクションホース他購入� 1,092 3

61 175 H21.6.18 21 工作物 その他維持修繕 道路用安全器材購入 133,000 2

62 176 H21.6.21 21 工作物 その他維持修繕 ステンパイプ外購入 5,006 3

63 177 H21.6.24 21 工作物 その他維持修繕 鉄ピン購入 165,000 2

64 178 H21.7.5 21 工作物 その他維持修繕 ビニールロープ購入 43,225 3

65 179 H21.7.11 21 工作物 その他維持修繕 ミニステップチェアー他購入 2,153 3

66 180 H21.7.16 21 工作物 その他維持修繕 シャックル購入 8,102 3

67 181 H21.7.16 21 工作物 その他維持修繕 ロックタイ購入 665 3

68 182 H21.7.21 21 工作物 その他維持修繕 クロステープ外購入 2,423 3

69 183 H21.7.24 21 工作物 その他維持修繕 ホーム水栓他　購入 8,494 3

70 184 H21.8.5 21 工作物 その他維持修繕 ﾜｲﾔﾚｽﾁｬｲﾑｾﾝｻｰ外購入 11,456 3

71 185 H21.8.15 21 工作物 その他維持修繕 ひむろ杭購入 2,848 3

72 186 H21.8.24 21 工作物 その他維持修繕 拡張ドリル刃外購入 16,615 3

73 187 H21.9.19 21 工作物 その他維持修繕 シリコンコーキング外購入 3,002 3

74 188 H21.9.23 21 工作物 その他維持修繕 継手キャップ外購入 4,063 3

75 189 H21.9.27 21 工作物 その他維持修繕 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ外購入 19,981 3

76 190 H21.9.27 21 工作物 その他維持修繕 高耐衝撃性アクリル板購入 270,000 2

77 191 H21.10.5 21 工作物 その他維持修繕 グリーンロープ購入 51,600 3

78 192 H21.10.5 21 工作物 その他維持修繕 リング付カスガイ外購入 14,079 3

79 193 H21.10.7 21 工作物 その他維持修繕 ロックタイ他購入 6,949 3

80 194 H21.10.14 21 工作物 その他維持修繕 ボルト保護キャップ購入 6,600 3
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81 195 H21.10.16 21 工作物 その他維持修繕 給水栓上部他購入 1,797 3

82 196 H21.11.7 21 工作物 その他維持修繕 PP荷造りロープ他購入 3,496 3

83 197 H21.11.10 21 工作物 その他維持修繕 ハンマードリル用ロングビット購入 8,500 3

84 198 H21.11.12 21 工作物 その他維持修繕 ロックタイ他購入 15,909 3

85 199 H21.11.13 21 工作物 その他維持修繕 白色安全三角コーン購入 55,000 3

86 200 H21.11.21 21 工作物 その他維持修繕 扉付安全タップ他購入 15,119 3

87 201 H21.11.21 21 工作物 その他維持修繕 コーンベット購入 30,000 3

88 202 H21.11.22 21 工作物 その他維持修繕 延長コード他購入 6,475 3

89 203 H21.11.26 21 工作物 その他維持修繕 ニッパー他工具購入 11,886 3

90 204 H21.11.28 21 工作物 その他維持修繕 絶縁突合せスリーブ他購入 6,740 3

91 205 H21.12.5 21 工作物 その他維持修繕 K-ボード他購入 9,124 3

92 206 H21.12.6 21 工作物 その他維持修繕 ホームトリオ　ハトメの玉他購入 698 3

93 207 H21.12.9 21 工作物 その他維持修繕 タイカツ　ラバロン延長コード他購入 3,627 3

94 208 H21.12.9 21 工作物 その他維持修繕 絶縁被覆付閉端接続子他　購入 5,635 3

95 209 H21.12.9 21 工作物 その他維持修繕 グリーンハウス　DVDプレーヤー購入 3,791 3

96 210 H21.12.15 21 工作物 その他維持修繕 絶縁被覆付閉端接続子他　購入 4,084 3

97 211 H21.12.15 21 工作物 その他維持修繕 ビニロントラックロープ購入 2,839 3

98 212 H21.12.15 21 工作物 その他維持修繕 ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ補修用座板購入 285,000 2

99 213 H21.12.19 21 工作物 その他維持修繕 ソーラーイルミネーション購入 4,258 3

100 214 H21.12.19 21 工作物 その他維持修繕 動物よけネット他購入 15,772 3

101 215 H21.12.26 21 工作物 その他維持修繕 工具箱他購入 8,532 3

102 216 H22.1.7 21 工作物 その他維持修繕 ｻｰｸﾙﾍﾞﾝﾁ補修用座板購入(その2) 285,000 2

103 217 H22.1.9 21 工作物 その他維持修繕 ウッドデッキ用床板購入 480,000 2

104 218 H22.1.9 21 工作物 その他維持修繕 トリカルネット購入 222,000 2

105 219 H22.1.21 21 工作物 その他維持修繕 ウレタンエアーホース他購入 4,029 3

106 220 H22.1.22 21 工作物 その他維持修繕 二方向矢印板他購入 119,000 2

107 221 H22.1.26 21 工作物 その他維持修繕 動物よけネット他購入 16,454 3

108 222 H22.1.29 21 工作物 その他維持修繕 コーンバー用ゴムリング購入 39,000 3

109 223 H22.1.30 21 工作物 その他維持修繕 塩ビパイプ他購入 1,644 3

110 224 H22.1.30 21 工作物 その他維持修繕 オーフボルト他購入 3,208 3

111 225 H22.2.12 21 工作物 その他維持修繕 ステンタッピングトラス他購入 1,500 3

112 226 H22.2.20 21 工作物 その他維持修繕 防獣杭他購入 19,772 3

113 227 H22.2.21 21 工作物 その他維持修繕 イス脚バラパイプ用黒丸キャップ他購入 9,692 3

114 228 H22.3.2 21 工作物 その他維持修繕 動物よけネット購入 5,658 3

115 229 H22.3.5 21 工作物 その他維持修繕 防獣杭他購入 16,000 3

116 230 H22.3.7 21 工作物 その他維持修繕 リング付きカスガイ他購入 16,919 3

117 231 H22.3.7 21 工作物 その他維持修繕 テーブルソー用チップソー他購入 9,010 3

118 232 H22.3.16 21 工作物 その他維持修繕 チップソー購入 11,800 3

119 233 H22.3.18 21 工作物 その他維持修繕 動物よけネット他購入 14,185 3

120 234 H22.3.28 21 工作物 その他維持修繕 土木用水中ポンプ外購入 88,141 3

121 235 H21.7.2 21 工作物 電気設備維持修繕 ササユリ防犯装置用電源工事 14,200 3

122 236 H21.7.21 21 工作物 電気設備維持修繕 第５変電所　電灯用開閉器取替 24,000 3

123 237 H21.8.21 21 工作物 電気設備維持修繕 上水道送水ポンプ3号機修理 6,000 3

124 238 H21.11.15 21 工作物 電気設備維持修繕 外灯修繕 170,980 2

125 239 H21.4.1 21 工作物 水道設備維持修繕 受水槽給水口修繕 14,500 3

126 240 H21.4.13 21 工作物 水道設備維持修繕 つどいの里芝生地内漏水修理 36,000 3

127 241 H21.6.2 21 工作物 水道設備維持修繕 受水槽自動弁交換 35,000 3

128 242 H21.6.12 21 工作物 水道設備維持修繕 アジサイ園散水栓取付 110,000 2

129 243 H21.10.2 21 工作物 水道設備維持修繕 受水槽ボールタップ交換 12,000 3

130 244 H21.11.3 21 工作物 水道設備維持修繕 漏水調査用電力量計取付工事 91,100 3

131 245 H21.11.10 21 工作物 水道設備維持修繕 じゃぶじゃぶ池ポンプ室周辺漏水修理 210,000 2

132 246 H21.11.13 21 工作物 水道設備維持修繕 さとやま屋敷バルブ修理 24,000 3

133 247 H21.5.20 21 工作物 水循環設備維持修繕 水車ポンプ点検 4,000 3

134 248 H21.5.21 21 工作物 水循環設備維持修繕 中の広場千枚田揚水ポンプ取替 485,000 2

135 249 H21.7.9 21 工作物 水循環設備維持修繕 中の茶屋横ポンプ取替(支給品) 69,000 3

136 250 H21.7.29 21 工作物 水循環設備維持修繕 中の茶屋横ポンプオーバーホール 162,000 2

137 251 H21.4.1 21 工作物 放送設備維持修繕 星の里散策路ｽﾋﾟｰｶｰ付替え 120,000 2

138 252 H21.4.1 21 工作物 電話設備維持修繕 電話機不通回線修理 10,000 3

139 253 H21.4.20 21 工作物 電話設備維持修繕 工房3電話機設置 40,000 3

140 254 H21.11.18 21 工作物 設備維持その他修繕 駐車場案内設備モニター修繕 22,000 3

141 255 H21.6.12 21 工作物 設備維持その他修繕 散水用異径ﾆｯﾌﾟﾙ外購入 4,738 3

142 256 H21.8.22 21 工作物 設備維持その他修繕 水栓外諸材料購入 7,919 3

143 257 H21.11.5 21 工作物 設備維持その他修繕 残留塩素測定試薬購入 8,000 3

144 258 H21.11.5 21 工作物 設備維持その他修繕 ｴﾝﾄﾗﾝｽｾﾝﾀｰ国兼ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ購入 49,300 3

1 259 H22.4.16 22 工作物 園路広場修繕 こもれびの里林間散策路補修工事 340,000 2
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№ 連番 起案日 年度 工種 細別 件　　　名 修繕費 規模

2 260 H22.4.9 22 工作物 園路広場修繕 北入口ライン等整備工事 180,000 2

3 261 H22.4.16 22 工作物 園路広場修繕 国兼の丘　安全対策グレーチング設置 220,000 2

4 262 H22.4.22 22 工作物 園路広場修繕 林間休憩所周辺ウッドデッキ修繕 410,000 2

5 263 H22.4.12 22 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘　スプリング遊具ゴムマット拡幅 146,000 2

6 264 H22.4.12 22 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘「みのむしブランコ」外遊具修繕 680,900 1

7 265 H22.4.30 22 工作物 その他維持修繕 ステージ用ばんこ台補修 95,000 3

8 266 H22.4.2 22 工作物 その他維持修繕 綿ロープ外購入 11,787 3

9 267 H22.4.2 22 工作物 その他維持修繕 キャスター購入 3,300 3

10 268 H22.4.4 22 工作物 その他維持修繕 ロッキングプライヤー外購入 8,162 3

11 269 H22.4.17 22 工作物 その他維持修繕 常温ｱｽﾌｧﾙﾄ合材購入 4,115 3

12 270 H22.4.22 22 工作物 その他維持修繕 年輪杭購入 97,122 3

13 271 H22.4.27 22 工作物 その他維持修繕 分電盤スペアキー購入 4,400 3

14 272 H22.5.15 22 工作物 その他維持修繕 ステンレス丸ワッシャー他購入 8,507 3

15 273 H22.5.19 22 工作物 水循環設備維持修繕 噴水制御盤換気扇取替 8,480 3

16 274 H22.11.11 22 工作物 園路広場修繕 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ反射サイン製作 180,000 2

17 275 H23.3.8 22 工作物 園路広場修繕 スイセンガーデン案内サイン製作設置 320,000 2

18 276 H22.10.3 22 工作物 園路広場修繕 丸太階段真砂土敷設工事 164,600 2

19 277 H22.7.17 22 工作物 園路広場修繕 中の広場他ウッドデッキ修繕 668,500 1

20 278 H22.8.2 22 工作物 園路広場修繕 中の広場インターロッキング不陸正整 42,000 3

21 279 H22.9.19 22 工作物 園路広場修繕 林間アスレチック園路等補修工事 275,000 2

22 280 H22.10.3 22 工作物 園路広場修繕 サイクリングコース路面表示「ブレーキ」設置 244,000 2

23 281 H22.10.17 22 工作物 園路広場修繕 中入口ｻｲｸﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ周辺ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ補修 33,000 3

24 282 H22.6.1 22 工作物 遊具維持修繕 林間アスレチック「ゆらゆら吊り橋」外遊具修繕 399,000 2

25 283 H22.6.5 22 工作物 遊具維持修繕 林間アスレチック周辺補修工事 560,000 1

26 284 H22.7.3 22 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘「くさっぱらの道」他遊具修繕 609,500 1

27 285 H22.7.3 22 工作物 遊具維持修繕 遊具定期点検 673,500 1

28 286 H22.8.29 22 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘「風のモノレール修繕」 180,000 2

29 287 H22.9.8 22 工作物 遊具維持修繕 わたぐもドーム注意看板製作 80,500 3

30 288 H22.9.14 22 工作物 遊具維持修繕 UFOスライダーローラー交換外遊具修繕 758,000 1

31 289 H22.9.18 22 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘「はっぱのかごブランコ」ゴムマット設置工事71,000 3

32 290 H22.10.1 22 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘ローラースライダーローラー交換 744,500 1

33 291 H22.10.5 22 工作物 遊具維持修繕 きゅうの丘「きゅうのぬけみち」外遊具修繕 751,000 1

34 292 H22.7.3 22 工作物 工作物その他維持修繕 単管日除け設置工事 210,000 2

35 293 H22.7.3 22 工作物 工作物その他維持修繕 ゴミ箱目隠し箱製作 70,000 3

36 294 H22.8.8 22 工作物 工作物その他維持修繕 じゃぶじゃぶ池改修 84,000 3

37 295 H22.9.26 22 工作物 工作物その他維持修繕 星の里自動ゲート点検整備業務 138,000 2

38 296 H22.11.12 22 工作物 工作物その他維持修繕 水銀灯照明　吊下げ式固定架台製作 70,000 3

39 297 H22.11.16 22 工作物 工作物その他維持修繕 ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ安全対策ポール設置 42,000 3

40 298 H22.11.19 22 工作物 工作物その他維持修繕 大型駐車場バリカー交換 46,000 3

41 299 H22.12.3 22 工作物 工作物その他維持修繕 仮設用照明設備製作 94,500 3

42 300 H22.12.11 22 工作物 工作物その他維持修繕 水銀灯照明　吊下げ式固定架台(2灯式)製作 60,000 3

43 301 H23.1.7 22 工作物 工作物その他維持修繕 ｷｬﾝﾌﾟ場自動ｹﾞｰﾄ　ｲﾝﾀｰﾎﾝ等修理 266,000 2

44 302 H22.6.9 22 工作物 工作物その他維持修繕 脚立他購入 24,915 3

45 303 H22.6.10 22 工作物 工作物その他維持修繕 点灯管他購入 1,770 3

46 304 H22.6.24 22 工作物 工作物その他維持修繕 消石灰他購入 16,458 3

47 305 H22.6.30 22 工作物 工作物その他維持修繕 単管パイプ他購入 145,665 2

48 306 H22.7.11 22 工作物 工作物その他維持修繕 屋外用屑入れ購入 60,000 3

49 307 H22.7.11 22 工作物 工作物その他維持修繕 PPロープ他購入 9,871 3

50 308 H22.7.17 22 工作物 工作物その他維持修繕 ウッドデッキ補修部材購入 225,000 2

51 309 H22.7.19 22 工作物 工作物その他維持修繕 Sカン他購入 33,437 3

52 310 H22.7.26 22 工作物 工作物その他維持修繕 シャックル他購入 17,875 3

53 311 H22.8.12 22 工作物 工作物その他維持修繕 ロックタイ他購入 8,610 3

54 312 H22.8.15 22 工作物 工作物その他維持修繕 サクションホース他購入 5,460 3

55 313 H22.8.25 22 工作物 工作物その他維持修繕 リング付カスガイ他購入 11,926 3

56 314 H22.8.30 22 工作物 工作物その他維持修繕 L字型クッション他購入 5,846 3

57 315 H22.9.1 22 工作物 工作物その他維持修繕 散水栓ホース用継手購入 22,800 3

58 316 H22.9.1 22 工作物 工作物その他維持修繕 コンクリートドリルビット他購入 8,888 3

59 317 H22.9.2 22 工作物 工作物その他維持修繕 常温アスファルト合材他購入 17,620 3

60 318 H22.10.29 22 工作物 工作物その他維持修繕 水性ペンキ外購入 8,235 3

61 319 H22.10.30 22 工作物 工作物その他維持修繕 被覆番線購入 25,000 3

62 320 H22.11.3 22 工作物 工作物その他維持修繕 エンジンオイル外購入 12,067 3

63 321 H22.11.6 22 工作物 工作物その他維持修繕 ステンレスパイプ外購入 8,741 3

64 322 H22.11.12 22 工作物 工作物その他維持修繕 ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ外購入 21,208 3

65 323 H22.11.13 22 工作物 工作物その他維持修繕 カーバッテリー外購入 5,764 3

66 324 H22.11.14 22 工作物 工作物その他維持修繕 真砂土舗装材外購入 18,378 3

67 325 H22.11.19 22 工作物 工作物その他維持修繕 タイマースイッチ購入 6,629 3
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68 326 H22.11.21 22 工作物 工作物その他維持修繕 ビニールコード外購入 35,591 3

69 327 H22.12.7 22 工作物 工作物その他維持修繕 発泡ｽﾁﾛｰﾙレンガ外購入 28,858 3

70 328 H22.12.8 22 工作物 工作物その他維持修繕 ワイヤーロープ外購入 6,229 3

71 329 H22.12.12 22 工作物 工作物その他維持修繕 ロックタイ外購入 16,614 3

72 330 H22.12.14 22 工作物 工作物その他維持修繕 ユニクロリンカス外購入 15,140 3

73 331 H22.12.21 22 工作物 工作物その他維持修繕 工作用電池ケース外購入 12,273 3

74 332 H22.12.25 22 工作物 工作物その他維持修繕 防水ゴムキャップ外購入 4,548 3

75 333 H23.1.2 22 工作物 工作物その他維持修繕 爪付きナット外購入 1,263 3

76 334 H23.1.4 22 工作物 工作物その他維持修繕 採集コンテナ購入 6,640 3

77 335 H23.2.3 22 工作物 工作物その他維持修繕 水栓外購入 5,005 3

78 336 H23.2.26 22 工作物 工作物その他維持修繕 水性塗料外購入 5,008 3

79 337 H23.3.1 22 工作物 工作物その他維持修繕 ローラーバケセット外購入 25,357 3

80 338 H23.3.8 22 工作物 工作物その他維持修繕 防獣杭外購入 20,917 3

81 339 H23.3.13 22 工作物 工作物その他維持修繕 ショックレスハンマー外購入 1,661 3

82 340 H23.3.25 22 工作物 工作物その他維持修繕 電線等材料購入(科目変更) 376,000 2

83 341 H22.11.11 22 工作物 電気設備維持修繕 第7駐車場前外外灯修繕 38,335 3

84 342 H22.6.6 22 工作物 水道設備維持修繕 きゅうの森水飲み修繕 13,000 3

85 343 H22.6.9 22 工作物 水道設備維持修繕 野外ステージ散水栓ボックス修繕 70,000 3

86 344 H22.6.9 22 工作物 水道設備維持修繕 ビックリシャワー漏水修理 95,000 3

87 345 H22.6.24 22 工作物 水道設備維持修繕 キャンプ場散水栓バルブ修理 20,000 3

88 346 H22.8.8 22 工作物 水道設備維持修繕 中の広場花壇水栓設置 36,000 3

89 347 H22.8.8 22 工作物 水道設備維持修繕 芝生広場周辺漏水調査 75,000 3

90 348 H22.8.22 22 工作物 水道設備維持修繕 花の広場ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用給水切替 30,000 3

91 349 H22.9.2 22 工作物 水道設備維持修繕 花広場給水管接続替え工事 32,000 3

92 350 H23.3.10 22 工作物 水道設備維持修繕 ナシ園給水工事 450,000 2

93 351 H22.6.12 22 工作物 水循環設備維持修繕 棚田池水換え点検 74,000 3

94 352 H22.7.17 22 工作物 水循環設備維持修繕 中の広場鯉の池スクリーン更新 270,000 2

95 353 H22.8.8 22 工作物 水循環設備維持修繕 中の広場循環ポンプNo3オーバーホール 242,000 2

96 354 H22.8.29 22 工作物 水循環設備維持修繕 じゃぶじゃぶ池　原水ポンプNo1取替工事 165,000 2

97 355 H22.10.3 22 工作物 水循環設備維持修繕 水中ポンプケーブル取替 94,000 3

98 356 H22.9.26 22 工作物 汚水処理設備維持修繕 林間休憩所汚水槽汲み取り 13,500 3
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　清掃に係る実績　

H22年度（6月～3月）　

工種 種別 細目 細別 規格

一般清掃 巡回清掃（１） 最繁忙期清掃 9 日 8人/日 秋まつり期間中の日祝日。

巡回清掃（２） 繁忙期清掃 35 日 7人/日

8、9、10月の土日祝日（秋まつり期間中の日祝日は除く）。

イルミ期間中の土日祝日。

巡回清掃（３） 通常期清掃（１） 70 日 6人/日

6、7、11月の土日祝日。

イルミ期間中の平日。

巡回清掃（４） 通常期清掃（２） 111 日 5人/日

6、7、8、9、10、11、12、3月の平日。

3月の土曜日（秋まつり・イルミ期間中を除く）。

巡回清掃（５） 閑散期清掃 49 日 4人/日 1、2月の開園日。

雑工 清掃員 50 人

特別繁忙期・除雪等・ゴミ分別他

（実施にあたっては監督員の指示又は協議による。）

残業手当分 清掃員 123.0 h 秋まつり期間中の１人当たり0.5hの残業

274 日

50 人

123.0 h

ごみ処理工 園内ゴミ回収 274 日 2回/日 開園日（毎日）

園内ゴミ搬出（A) 114 回 可燃物（6～12、3月の月、水、金及び1、2月の月曜日）

園内ゴミ搬出（B) 20 回 不燃物（1回/2週）

園内ゴミ搬出（C) 20 回 ダンボール・紙（1回/2週）

274 日

154 回

便所清掃 便所清掃 便所清掃（１） 23 日 4人/日

秋まつり期間中の日祝日。

イルミ期間中の土日祝日。

便所清掃（２） 46 日 3人/日

8、9、11月の土日祝日。10月の土曜日。

（秋まつり期間中の日祝日・イルミ期間中の日祝日を除く）

便所清掃（３） 205 日 2人/日

6、7、1、2月の開園日。8、9、10、11、12月の平日。

（秋まつり・イルミ期間中を除く）

便所清掃雑工 清掃員 30 人

仮設トイレ清掃等

（実施にあたっては監督員の指示又は協議による。）

残業手当分 清掃員 49.00 h 秋まつり期間中の１人当たり0.5hの残業

274 日

30 人

49.00 h

822 日

80 人

154 回

172.00 h

数量

計

ごみ処理工

計

一般清掃

計

便所清掃

計

- 別紙 326 -

d2558
タイプライターテキスト
別紙－31

d2558
長方形



【平成20年度】

分類 処理機械・施設等
処理技術・方法

（形状・品質などを含む）
コスト

（円・税込）

チップ化
枝葉木根粉砕機
（三層ドラム方式）

チップ径 15～25mm以下 185.30 m3 2,290,000

林地内防草マルチとして利用（国兼
池出島周辺）。

破砕費用　約210万円
敷き均し作業　約19万円

95.30 m3

薪加工
薪割り機
（ログスプリッタ）

直径 15cm以下の薪 96.40 m3 980,000

冬季イベント時の焚き火材として利
用

薪割り・運搬費用　約98万円

96.40 m3

クラフト加工 チェーンソー 直径 30cm内外、長さ 40cmの丸太 本 570,000

冬季イベント時の暖炉兼モニュメン
トとして利用

選別費用　5万円
木のロウソク加工費用　約47万円
運搬費用　約5万円

280.00 本

堆肥化（植物） ホイルローダー 野積み（定期的に切返し） 192.00 m3 780,000

土壌改良資材として活用予定

切返し費用　約32万円　年8回
機械リース料　約39万円　（月額
32,000 × 12ヶ月）
燃料代　約7万円

12.20 m3

緑のリサイクル（植物性廃棄物の取扱）

活用方法作成量 消費量
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【平成21年度】

分類 処理機械・施設等
処理技術・方法

（形状・品質などを含む）
コスト

（円・税込）

チップ化
薪割り機ほか
リサイクルセンター

幹材選別 → 薪割作業 67.00 m3 1,550,000
クラフト教室における素材
ウィンターイルミネーション時の松
明、焚き火

67.00 m3

チップ化
粉砕機
リサイクルセンター

枝葉選別 → 破砕作業 168.00 m3 1,800,000 マルチング材として使用 138.00 m3

堆肥化（植物）
ホイルローダー
リサイクルセンター

除草屑、芝刈屑等貯留
　→ 随時攪拌

914.00 m3 500,000 花畑植栽地への投入 126.00 m3

活用方法作成量 消費量
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【平成22年度】

分類 処理機械・施設等
処理技術・方法

（形状・品質などを含む）
コスト

（円・税込）

チップ化
薪割り機ほか
リサイクルセンター

幹材選別 → 薪割作業 472.10 m3 10,921,716
クラフト教室における素材
ウィンターイルミネーション時の松
明、焚き火

472.10 m3

薪加工
粉砕機
リサイクルセンター

枝葉選別 → 破砕作業 103.90 m3 1,113,214 マルチング材として使用 103.90 m3

堆肥化（植物）
ホイルローダー
リサイクルセンター

除草屑、芝刈屑等貯留
　→ 随時攪拌

970.20 m3 530,744 花畑植栽地への投入 0.00 m3

活用方法作成量 消費量
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【平成20年度】　（一般ゴミ）

分類 廃棄物の内容 備考

可燃 燃えるゴミ 30,550.00 kg 30,550.00 kg

資源（リサイクル） 容器・包装・プラスチック 80.00 kg 80.00 kg

不燃 プラスチック 80.00 kg 80.00 kg

資源（リサイクル） ビン・カン 450.00 kg 450.00 kg

資源（リサイクル） ペットボトル 80.00 kg 80.00 kg

不燃 燃えないゴミ 630.00 kg 630.00 kg

混合 粗大ゴミ 50.00 kg 50.00 kg

不燃 廃乾電池 95.00 kg 95.00 kg

不燃 廃蛍光管 23.95 kg 23.95 kg

【平成21年度】　（一般ゴミ）

分類 廃棄物の内容 備考

可燃 燃えるゴミ 33,980.00 kg 33,980.00 kg

資源（リサイクル） 容器・包装・プラスチック 5.00 kg 5.00 kg

不燃 プラスチック 90.00 kg 90.00 kg

資源（リサイクル） ビン・カン 310.00 kg 310.00 kg

資源（リサイクル） ペットボトル 50.00 kg 50.00 kg

不燃 燃えないゴミ 800.00 kg 800.00 kg

資源（リサイクル） 紙類・紙パック 3,410.00 kg 3,410.00 kg

混合 粗大ゴミ 60.00 kg 60.00 kg

不燃 廃乾電池 52.00 kg 52.00 kg

不燃 廃蛍光管 18.80 kg 18.80 kg

【平成22年度】　（一般ゴミ）

分類 廃棄物の内容 備考

可燃 燃えるゴミ 42,930.00 kg 42,930.00 kg

資源（リサイクル） 容器・包装・プラスチック 10.00 kg 10.00 kg

不燃 プラスチック 80.00 kg 80.00 kg

資源（リサイクル） ビン・カン 320.00 kg 320.00 kg

資源（リサイクル） ペットボトル 40.00 kg 40.00 kg

不燃 燃えないゴミ 760.00 kg 760.00 kg

資源（リサイクル） 紙類・紙パック 2,920.00 kg 2,920.00 kg

混合 粗大ゴミ 160.00 kg 160.00 kg

不燃 廃乾電池 27.00 kg 27.00 kg

不燃 廃蛍光管 187.95 kg 187.95 kg

廃棄物の取り扱い

発生量
（回収量）

発生量
（回収量）

発生量
（回収量）

処分量

処分量

処分量
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【平成20年度】

種　　別 作業回数 施工箇所等 摘要（肥料名等）

人　　力 1～4回 171,768 m2

北入口周辺、つどいの里、ひばの里、

大芝生広場、星の里、花の広場

バーディーグリーン　10：16：14

機　　械 1～2回 132,488 m2

湖畔広場、つどいの里、ひばの里、

大芝生広場、星の里、花の広場

バーディーグリーン　10：16：14

低　木 奇植・生垣 1回 33,154 m2

北入口周辺、つどいの里、ひばの里、

大芝生広場、星の里、花の広場

バーディーラージ　10：10：10：1

人　　力 1回 1,310 本

みのりの里、つどいの里、ひばの里、

大芝生広場

ウッドエース4号　12：6：6：2

FT化成8号　　　　    8：8：8

土壌改良・機械

（建柱車）

1回 180 穴 つどいの里、ひばの里、大芝生広場 粒度調整砕石、真砂土、イソライト

人　　力 2回 72 本 みのりの里（なし園）

燐酸安加里　S604

ナシオアシス

土壌改良・機械

（バックホウ）

1回 72 本 みのりの里（なし園）

天然動物石灰

サンライム粒状ＢＭようりん

菜種油粕、バーク堆肥

花　壇 人　　力 1回 1,288 m2 中の広場、坂道、杉並木、料金所周辺 バーディーラージ　10：10：10：1

草　花 人　　力 1回 4,014 m2

大芝生広場、つどいの里、ひばの里、

北入口

バーディーラージ　10：10：10：1

人　　力 1回 15,657 m2 花の広場、スイセンガーデン

バーディーラージ　10：10：10： 1

マグアンプⅡ　　　 6：40： 6：15

ホスプラス　　　　     0：32：25

土壌改良・機械

（トラクター）

1回 28,695 m2 花の広場、北斜面

ナチュラルパーク

ＥＭボカシ

牛糞堆肥

マグアンプⅡ

高　木

特　殊

花畑

施工数量

　農薬・肥料・土壌改良材リスト

芝　生
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【平成21年度】

種　　別 作業回数 施工箇所等 摘要（肥料名等）

人　　力 1～4回 169,468 m2

北入口周辺、つどいの里、ひばの里、

大芝生広場、星の里、花の広場

バーディーグリーン　10：16：14

機　　械 1～2回 124,984 m2

湖畔広場、つどいの里、ひばの里、

大芝生広場、星の里、花の広場

バーディーグリーン　10：16：14

低　木 奇植・生垣 1回 37,015 m2

北入口周辺、つどいの里、ひばの里、

大芝生広場、星の里、花の広場

バーディーラージ　10：10：10：1

人　　力 1回 1,858 本

みのりの里、つどいの里、ひばの里、

大芝生広場

ウッドエース4号　12：6：6：2

FT化成8号　　　　    8：8：8

土壌改良・機械

（建柱車）

1回 30 穴 つどいの里 粒度調整砕石、真砂土、イソライト

人　　力 2回 72 本 みのりの里（なし園）

燐酸安加里　S604

ナシオアシス

土壌改良・機械

（バックホウ）

1回 72 本 みのりの里（なし園）

天然動物石灰

サンライム粒状ＢＭようりん

菜種油粕、バーク堆肥

花　壇 人　　力 1回 734 m2 坂道、杉並木、料金所周辺 バーディーラージ　10：10：10：1

草　花 人　　力 1回 4,014 m2

大芝生広場、つどいの里、ひばの里、

北入口

バーディーラージ　10：10：10：1

人　　力 1～2回 18,328 m2

花の広場、大芝生広場、

スイセンガーデン

マグアンプK、マグアンプⅡ

 6：40： 6：15

土壌改良・機械

（トラクター）

1回 28,870 m2 花の広場、北斜面

ナチュラルパーク

牛糞堆肥

マグアンプⅡ

【平成22年度】

種　　別 作業回数 施工箇所等 摘要（肥料名等）

花　壇 堆肥・人力 1回 774 m2 坂道、杉並木、料金所周辺 バーディーラージ　10-10-10

堆肥・人力 1回 14,188 m2 花の広場、北斜面 グリーンドクター　6-6-6

土壌改良材

人力

1～2回 28,964 m2 花の広場、北斜面

牛糞堆肥

有機肥料

パーク堆肥

人　　力 2回 72 本 みのりの里（なし園）

果樹有機 887

マルチサポート1号

土壌改良・機械

（バックホウ）

1回 72 本 みのりの里（なし園）

粒状ＢＭようりん

サンライム（粉）

油粕

バーク堆肥

アヅミン

特　殊

花畑

施工数量

芝　生

高　木

特　殊

花畑

施工数量
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【平成22年度】

種　　別 作業回数 施工箇所等 摘要（薬剤名等）

1回 50 L ボーダー スミチオン乳剤

1回 100 L 花の広場

スミチオン乳剤

ダコニール水和剤

1回 100 L 花の広場

アタブロン乳剤

ベンレート水和剤

1回 300 L 花の広場

アタブロン乳剤

ダコニール水和剤

1回 200 L 花の広場

アタブロン乳剤

ジマンダイセン水和剤

1回 200 L 花の広場

アタブロン乳剤

ジマンダイセン水和剤

1回 200 L 花の広場

カルホス乳剤

ジマンダイセン水和剤

1回 1,000 L 花の広場

アタブロン乳剤

トリフミン乳剤

1回 1,000 L 花の広場

アタブロン乳剤

ジマンダイセン水和剤

1回 300 L 北斜面 Ｚボルドー水和剤

1回 1,000 L 花の広場

アディオン乳剤

マネージ水和剤

1回 1,000 L 花の広場

アタブロン乳剤

マネージ水和剤

1回 200 L 北斜面 Ｚボルドー水和剤

1回 200 L 花の広場 アドマイヤー

1回 150 L スセンガーデン下 ジマンダイセン水和剤

1回 500 L

みのりの里

果樹ガーデン

キノンドフロアブル

1回 300 L なし園

スミチオン

ダコニール

（病虫害防除）

1回 300 L なし園

ナリア殺菌剤

ダーズバンＤＦ殺虫剤

1回 300 L なし園

ベクルートフロアブル（200ml - 1500倍液）

スプラサイド乳剤（200ml - 1500倍液）

1回 500 L なし園

アリエッティＣ水和剤（625g）

ダーズバンＤＦ（167g）

1回 300 L なし園

キノンドフロアブル（375g）

ＭＲジョーカー水和剤（150g）

農薬散布（位置・数量・時期・頻度等）

果樹園管理工特　殊

施工数量

花　畑

薬剤散布

・

機械
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種　　別 作業回数 施工箇所等 摘要（薬剤名等）施工数量

1回 300 L なし園

ストッポール

落下防止剤

1回 200 L なし園

ストロビードライフロアブル（67g - 300倍）

アグロスリン水和剤（100g - 200倍）

1回 300 L 果樹ガーデン（なし園）

アントラコール顆粒水和剤

ダイアジノン水和剤

特　殊 果樹園管理工
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2-1

2-2

1-8

1-7
1-6

1-5

1-3

1-4

1-1
1-2

     植物管理その１工事施工

     〃

     〃

     〃

     〃

     〃

     〃

     〃

     植物管理その２工事施工

     植物管理その２工事施工

   31 4

   22 2

   33 4

   35 4

   17 1

   25 2

   24 2

   27 3

   14 1

   23 3

    26

 1-1 平成 22 年 2月 24 日

 1-2 平成 22 年 2月 24 日

 1-3 平成 22 年 2月 24 日

 1-4 平成 22 年 2月 24 日

 1-5 平成 22 年 2月 24 日

 1-6 平成 22 年 2月 24 日

 1-7 平成 22 年 2月 24 日

 1-8 平成 22 年 2月 24 日

 2-1 平成 22 年 3月   1 日

 2-1 平成 22 年 3月   1 日 

 位置番号 施行日   備考    胸高直径 薬剤使用本数
   (cm) （本）

 ※ 使用材料：グリーンガードNEO（90ml 入り） 

平成２１年度

平成２０年度、平成２２年度は、実績なし

マツ樹幹注入施工報告書

マツ樹幹注入施工位置図
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■収益施設利用者数

＜駐車場利用台数＞

【平成20年度】 （台）

大型 普通 二輪

北入口入園

月計

大型 普通 二輪

中入口入園

月計

大型月計 普通月計 二輪月計 入車日 入車台数 満車

合計 296 49,719 165 50,180 381 73,721 766 74,868 677 123,440 931 125,048

【平成21年度】 （台）

大型 普通 二輪

北入口入園

月計

大型 普通 二輪

中入口入園

月計

大型月計 普通月計 二輪月計 入車日 入車台数 満車

合計 139 56,594 217 56,950 288 62,154 796 63,238 427 118,748 1,013 120,188

2,83712,013

車種別

北入口入園 中入口入園 車種別

月計

収益施設利用者数、売上等

中入口入園

11,863

15

北入口入園

月計

1 2,886 11 2,898 86 64 87 14,749

7

21

6

7

75 14,911

5月 6 7,107 33 7,146

4月

62 7,815

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月 3

0

0

11

222

12 1,133

2,510

1,540

3,430

7,161

6,193

14,877

240

605

2,037 6

1

2

9

7

44

23

15

6

8 1,153

2,738

1,562

3,459

7,226

6,207

14,897

242

606

2,046

11

7

9

33

54

30

79

0

0

10

7,702

1,245

834

1,876

4,607

9,791

9,652

23,104

313

608

2,126 179

3

0

18

19

91

61

11

227

42

51

1,298

1,068

1,896

4,701

9,936

9,701

23,201

313

611

2,315

8,037

13

0

0

90

37

75

4,163

39

16

229

23

16,952

15,845

37,981

553

68 14,809

2,378

3,344

3,416

4

2

27

26

135

1,213

84

26

233

50

84 14,961

2,451

3,806

3,458

8,160

7,071 295 7,935 78 14,638

8,350

1,467

17,162

15,908

38,098

555

1,217

4,361185

6

4月

5月

6月

7月

8月

5

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月 1

0

0

9

4

8

3

2

96

5

6

2,550

2,005

7,702

7,016

5,219

12,162

440

427

2,185 5

3

2

4

4

23

26

12

49

47

36 7,112

8,403

1,478

2,695

2,019

7,731

7,047

5,227

12,175

442

430

2,191

73

42

9

8

5

19

37

77

0

0

3

7,567

9,087

1,223

810

1,959

8,031

6,939

6,307

16,890

336

1,035

1,970 7

3

0

24

6

60

72

217

38

17

57 9,186

1,249

856

2,181

8,122

7,036

6,328

16,991

336

1,038

1,980 4

0

0

86

19

45

22

7

104

14

48 17,437

2,690

3,360

3,964

15,733

13,955

11,526

29,052

776

1,462

4,155 12

6

2

28

10

83

98

229

87

23

104

331 15,047

17,589

2,727

3,551

4,200

15,853

14,083

11,555

29,166

778

1,468

4,171

3,740

515

1,049

401

1,768

4,148

4,656

4,936

70

266

686

3,504

115

250

1,051

2,154

3,511

474

1,848

421

3,701

3,435

2,436

4月27日(日)

5月4日(日)

6月1日(日)

7月27日(日)

8月24日(日)

9月14日(日)

10月12日(日)

11月23日(日)

12月13日(土)

1月4日(日)

2月15日(日)

3月29日(日)

4月19日(日)

5月4日(月)

6月14日(日)

7月26日(日)

8月23日(日)

9月21日(月)

10月11日(日)

11月28日(土)

12月12日(土)

1月24日(日)

2月28日(日)

3月22日(月)

最大

最大
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【平成22年度】 （台）

大型 普通 二輪

北入口入園

月計

大型 普通 二輪

中入口入園

月計

大型月計 普通月計 二輪月計 入車日 入車台数 満車

合計 139 58,694 462 59,295 373 57,166 336 57,875 512 115,860 798 117,170

北入口入園 中入口入園 車種別

月計

0

0

3,998

388

954

4月

5月

6月

7月

8月

5,338 346

35

6

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

10

6

1

52

54

2

4

5

5

0 1,189

520

165

18,131

6,562

7,911

3,904

2,138

1,591

1,112

10,133

1

6

7

25

20

9

0

2

5

5,694

10,174

1,119

1,644

2,198

3,913

7,940

6,587

18,145

165

522

1,194

96

59

18

4

6

10

48

21

95

0

0

16 834

399

175

20,330

7,257

7,508

3,712

1,188

712

953

9,170

4,928 36

47

3

18

46

29

82

17

13

0

0

45

5,060

9,276

974

734

1,240

3,751

7,638

7,295

20,438

399

895

106

65

19

56

60

12

52

10,266

19,303

2,065

2,303

3,326

175

919

26

100

0

0

16

22

7,616

15,419

13,819

38,461

340

15,578

2,023

382

82

9

19

52

36

107

37

0

2

50

10,754

19,450

2,093

2,378

3,438

7,664

13,882

38,583

340

921

2,089

1,648

1,009

1,677

3,752

2,713

3,727

44

152

285

4月25日(日)

5月2日(日)

6月6日(日)

7月31日(土)

8月1日(日)

9月19日(日)

10月10日(日)

11月27日(土)

12月4日(土)

1月8日(土)

2月26日(土)

3月27日(日)

最大
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＜貸し自転車利用台数＞

【平成20年度】 （台）

大人 小人

大人小人

月計

電動（大） 電動（小）

電動

月計

北入口入園

月計

大人 小人

大人小人

月計

電動（大） 電動（小）

電動

月計

北入口入園

月計

貸出日 貸出数

4月 244 107 351 0 0 0 351 2,368 1,394 3,762 235 20 255 4,017 4,368 4月27日(日) 408

5月 560 244 804 0 0 0 804 1,966 1,105 3,071 221 10 231 3,302 4,106 5月3日(土) 453

6月 133 63 196 15 0 15 211 585 355 940
2,985 415,769

418,754 419,694 419,905 6月1日(日) 256

7月 65 47 112 14 2 16 128 394 328 722 83 9 92 814 942 7月6日(日) 106

8月 273 221 494 55 6 61 555 1,668 1,455 3,123 191 30 221 3,344 3,899 8月31日(日) 246

9月 507 229 736 25 0 25 761 1,511 790 2,301 206 14 220 2,521 3,282 9月23日(火) 416

10月 750 249 999 49 5 54 1,053 2,155 1,064 3,219 273 15 288 3,507 4,560 10月13日(月) 559

11月 259 128 387 23 2 25 412 1,186 789 1,975 141 17 158 2,133 2,545 11月3日(月) 339

12月 18 12 30 2 0 2 32 342 244 586 77 5 82 668 700 12月13日(土) 82

1月 5 7 12 2 0 2 14 18 15 33 9 3 12 45 59 1月6日(火) 14

2月 29 21 50 9 0 9 59 184 114 298 49 5 54 352 411 2月15日(日) 86

3月 239 120 359 15 0 15 374 845 701 1,546 145 20 165 1,711 2,085 3月29日(日) 234

合計 3,082 1,448 4,530 209 15 224 4,754 13,222 8,354 21,576 4,615 415,917 420,532 442,108 446,862

【平成21年度】 （台）

大人 小人

大人小人

月計

電動（大） 電動（小）

電動

月計

北入口入園

月計

大人 小人

大人小人

月計

電動（大） 電動（小）

電動

月計

北入口入園

月計

貸出日 貸出数

4月 766 285 1,051 33 1 34 1,085 2,191 1,256 3,447 225 2 227 3,674 4,759 4月12日(日) 442

5月 1,173 636 1,809 30 1 31 1,840 2,483 1,564 4,047 244 4 248 4,295 6,135 5月5日(火) 538

6月 170 61 231 20 0 20 251 735 374 1,109 117 3 120 1,229 1,480 6月14日(日) 240

7月 88 51 139 7 0 7 146 553 414 967 124 0 124 1,091 1,237 7月5日(日) 170

8月 467 293 760 42 0 42 802 1,579 1,537 3,116 299 6 305 3,421 4,223 8月30日(日) 275

9月 884 421 1,305 36 0 36 1,341 2,389 1,705 4,094 241 2 243 4,337 5,678 9月21日(月) 489

10月 837 383 1,220 40 0 40 1,260 2,279 1,700 3,979 244 1 245 4,224 5,484 10月11日(日) 541

11月 186 79 265 24 0 24 289 896 659 1,555 157 0 157 1,712 2,001 11月23日(月) 236

12月 17 8 25 2 0 2 27 300 196 496 54 0 54 550 577 12月12日(土) 69

1月 14 6 20 4 0 4 24 70 49 119 14 0 14 133 157 1月24日(日) 30

2月 67 38 105 6 0 6 111 155 104 259 28 3 31 290 401 2月28日(日) 78

3月 312 196 508 33 0 33 541 577 455 1,032 80 0 80 1,112 1,653 3月22日(月) 316

合計 4,981 2,457 7,438 277 2 279 7,717 14,207 10,013 24,220 1,827 21 1,848 26,068 33,785

中入口サイクリングセンター

月計

月計

北入口サイクリングセンター

最大北入口サイクリングセンター 中入口サイクリングセンター

最大
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【平成22年度】 （台）

大人 小人

大人小人

月計

電動（大） 電動（小）

電動

月計

北入口入園

月計

大人 小人

大人小人

月計

電動（大） 電動（小）

電動

月計

北入口入園

月計

貸出日 貸出数

4月 550 258 808 60 0 60 868 1,602 1,006 2,608 190 7 197 2,805 3,673 4月25日(日) 353

5月 1,065 606 1,671 53 0 53 1,724 2,261 2,140 4,401 213 5 218 4,619 6,343 5月3日(月) 632

6月 98 35 133 18 0 18 151 379 236 615 78 0 78 693 844 6月6日(日) 172

7月 82 53 135 15 0 15 150 363 258 621 93 3 96 717 867 7月18日(日) 124

8月 170 88 258 22 0 22 280 899 929 1,828 248 9 257 2,085 2,365 8月14日(土) 147

9月 486 232 718 38 0 38 756 1,557 911 2,468 194 0 194 2,662 3,418 9月20日(月) 446

10月 736 324 1,060 70 0 70 1,130 1,906 1,125 3,031 249 4 253 3,284 4,414 10月10日(日) 534

11月 244 122 366 23 0 23 389 1,032 687 1,719 119 0 119 1,838 2,227 11月3日(木) 256

12月 53 17 70 4 0 4 74 330 217 547 54 0 54 601 675 12月5日(日) 97

1月 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 5 5 1月9日(日) 3

2月 20 9 29 0 0 0 29 110 102 212 24 0 24 236 265 2月26日(土) 38

3月 124 88 212 13 0 13 225 404 360 764 93 1 94 858 1,083 3月13日(日) 107

合計 3,628 1,832 5,460 316 0 316 5,776 10,846 7,973 18,819 1,555 29 1,584 20,403 26,179

月計

北入口サイクリングセンター 中入口サイクリングセンター 最大
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＜オートキャンプ場利用者数＞

【平成20年度】 （人） 【平成21年度】 （人） 【平成22年度】 （人）

利用者数 利用者数 利用者数

4月 1,414 332 4月 964 144 4月 1,085 206

5月 2,326 482 5月 2,864 555 5月 2,632 424

6月 1,001 292 6月 1,304 286 6月 534 231

7月 3,364 628 7月 2,642 643 7月 2,935 532

8月 7,406 539 8月 7,005 438 8月 6,179 466

9月 2,165 535 9月 2,571 522 9月 1,968 524

10月 2,011 390 10月 2,012 411 10月 1,682 371

11月 1,681 453 11月 1,326 375 11月 1,794 915

12月 732 203 12月 451 115 12月 653 128

1月 0 0 1月 0 0 1月 0 0

2月 0 0 2月 0 0 2月 0 0

3月 601 229 3月 580 198 3月 305 88

合計 22,701 合計 21,719 合計 19,767

利用者数

月計

利用者数

月計

利用者数

月計

3月20日(金)

9月13日(土)

―

11月21日(土)

12月5日(土)

―

―

3月20日(土)

4月26日(土)

5月4日(日)

6月14日(土)

7月31日(木)

8月13日(水)

10月12日(日)

11月1日(土)

12月13日(土)

―

3月19日(土)

4月18日(金)

5月2日(土)

6月13日(土)

7月31日(金)

8月14日(金)

9月19日(土)

10月11日(日)

9月18日(土)

10月23日(土)

11月27日(土)

12月4日(土)

―

―

最大

利用日 利用日

4月3日(土)

5月2日(日)

6月5日(土)

7月17日(土)

8月8日(日)

利用日

最大 最大
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＜店舗（レストラン、売店等）別利用者数＞

【平成20年度】 ※利用者数は発券枚数 （枚）

4月 10,396 2,674 4,750 17,820 10,396

5月 9,272 3,698 4,278 17248 9,272

6月 3,035 787 1,141 4,963 3,035

7月 3,877 650 1,375 5,902 3,877

8月 7,329 2,678 2,301 12,308 7,329

9月 6,210 2,357 2,767 11,334 6,210

10月 11,773 5,210 6,262 23,245 11,773

11月 10,522 1,950 701 139 5,195 1,108 19,615 10,522

12月 16,949 70 915 538 11,200 1,409 31,081 16,949

1月 957 230 1,187 957

2月 1,332 359 1,691 1,332

3月 2,351 1,261 845 1,480 605 6,542 2,351

合計 84,003 21,335 2,461 677 41,338 3,122 152,936

【平成21年度】 ※利用者数は発券枚数 （枚）

4月 9,977 3,541 1,818 888 5,173 1,743 23,140 9,977

5月 10,154 5,490 2,910 1,050 5,203 3,118 27925 10,154

6月 3,048 995 668 1,327 417 6,455 3,048

7月 2,739 479 462 1,249 286 5,215 2,739

8月 6,663 2,913 1,680 40 2,149 876 14,321 6,663

9月 9,130 4,701 1,985 1,762 4,281 1,781 23,640 9,130

10月 7,500 2,932 1,943 2,229 4,149 1,830 20,583 7,500

11月 8,128 710 576 104 3,958 616 14,092 8,128

12月 13,986 703 632 9,002 1,499 25,822 13,986

1月 992 286 1,278 992

2月 1,201 344 1,545 1,201

3月 3,663 860 1,095 1,122 626 7,366 3,663

合計 77,181 22,621 13,840 6,705 38,243 12,792 171,382

月計

最大

店舗

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

利用者数

利用者数

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口売店「ランバス」

エントランスセンター国兼

売店「売店はなちゃん」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

芝生広場休憩所レストラン

「湖畔レストハウス」

エントランスセンター国兼

軽食コーナー

「軽食きゅうくん」

エントランスセンター国兼

レストラン「レストラン国兼」

店舗

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

芝生広場休憩所レストラン

「湖畔レストハウス」

エントランスセンター国兼

軽食コーナー

「軽食きゅうくん」

エントランスセンター国兼

レストラン「レストラン国兼」

中入口売店「ランバス」

エントランスセンター国兼

売店「売店はなちゃん」

月計

中入口食堂「中の茶屋」

最大

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」
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【平成22年度】 ※利用者数は発券枚数 （枚）

4月 8,320 2,210 1,288 925 4,513 1,037 18,293 8,320

5月 11,246 4,295 3,047 970 5,735 2,632 27925 11,246

6月 2,404 605 428 43 1,204 251 4,935 2,404

7月 2,441 409 549 927 299 4,625 2,441

8月 5,179 1,322 1,081 1,751 449 9,782 5,179

9月 5,624 1,851 856 393 2,330 563 11,617 5,624

10月 8,943 2,989 1,765 734 4,375 1,570 20,376 8,943

11月 8,734 1,058 1,275 160 4,322 1,324 16,873 8,734

12月 16,240 3,033 1,081 9,954 3,696 34,004 16,240

1月 890 172 1,062 890

2月 1,086 286 1,372 1,086

3月 2,101 346 472 66 763 237 3,985 2,101

合計 73,208 15,085 13,794 4,372 36,332 12,058 154,849

最大

店舗 利用者数

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

エントランスセンター国兼

売店「売店はなちゃん」

中入口食堂「中の茶屋」

中入口食堂「中の茶屋」

月計中入口食堂「中の茶屋」

芝生広場休憩所レストラン

「湖畔レストハウス」

エントランスセンター国兼

軽食コーナー

「軽食きゅうくん」

エントランスセンター国兼

レストラン「レストラン国兼」

中入口売店「ランバス」
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■収益施設の総売上

(千円） (千円）

30,762

備北丘陵公園

エントランス

合計 21,849

エントランスセンター国兼

売店「売店はなちゃん」

9,950

エントランスセンター国兼

軽食コーナー「軽食きゅうくん」

5,912

合計

47,524

174,482

34,201

中入口売店「ランバス」 42,625

駐車場

備北オートビレッジ（キャンプ場）

中入口食堂「中の茶屋」

13,215

芝生広場休憩所レストラン

「湖畔レストハウス」

エントランスセンター国兼レストラン

「レストラン国兼」

5,987

施設名

売上額

２ヵ年平均

（H21-H22）

公園名

売上額

３ヵ年平均

（H19-H21）

6,155

施設名

サイクリング施設

公園名
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■収益施設修繕履歴（H15～H22）

※ （国）は国が実施した修繕

0

0.25

券売機改造

サイクリングセンター修理

オートビレッジコテージB8テラス修繕工事

オートビレッジコテージ修繕工事

コテージデッキ上屋テント取替

キャンプ場コテージテラス修繕

エアコン修理

ドア戸車・鍵等取替

水栓取替工事

外壁補修

猛獣被害によるサイト内整地修繕

ガスメーター交換（国）

オートビッレジコテージ基礎工事（Ｂ８・Ｂ９）（国）

オートビッレジコテージ基礎工事（Ｂ３・Ｂ４・Ｂ７）

（国）

トレーラハウス修繕（国）

23,704

79,388

冷凍ストッカー修理

第１駐車場車止め補修工事

大型駐車場舗装打ち換え（国）

売店

サイクリング

駐車場

オートキャンプ

0.00

1,569,774

主な修繕 備考

レストラン

4.50

0.25

施設区分

年間修繕回数

（平均）

0.13

年間修繕金額（円）

（平均）

8,188
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■収益施設従業員数一覧（H22年度）

通常期 繁忙期 閑散期

２人 10人～12人 １人

１人 10人～12人 休

１人 ２人～５人 休

２人 ３人～12人 休

１人 １人～２人 １人

１人 １人 休

１人～２人

１人～２人

0人

０人～１５

人

0人

１人 １人～３人 １人

１人 １人～３人 １人

５人

６人～１３

人

４人

備考

営業期間：開園日

営業期間：４月第２土曜日～５月第２金曜日・７月２０日～１０月の開園日，

３月～４月第２金曜日・５月第２土曜日～７月１９日・１１月の土・日曜日・祝日

営業期間：３月～１２月の開園日

営業期間：４・５・９・１０月の開園日，

１１月～１２月ウィンターイルミネーション期間中の土・日曜日，祝日

（但し、１２月２４日が属する週の２５日までの平日は営業）

営業期間：開園日

営業期間：３月～１２月の開園日

施設区分 施設名/内訳

１人 １人

キャンプ場

警備員

中入口サイクリングセンター

北入口サイクリングセンター

備北オートビレッジ（キャンプ場）

北入口ゲート駐車場

サイクリング施設

中入口ゲート

従業員数（人）

芝生広場休憩所レストラン「湖畔レストハウス」

エントランスセンター国兼軽食コーナー

「軽食きゅうくん」

エントランスセンター国兼

レストラン「レストラン国兼」

中入口売店「ランバス」

エントランスセンター国兼売店「売店はなちゃん」

施設区分

飲食施設

物販施設

中入口食堂「中の茶屋」
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【平成22年度】

申請年度 施設名

臨時売店 みのりの里

臨時売店
国営備北丘陵公園
（第１会場～第６会
場）

臨時売店 ひばの里、中の広場

臨時売店 中の広場 平成22年4月1日～平成22年5月31日

臨時売店 ひばの里、農家2厨房

臨時売店 中の広場 　　平成22年4月3日

臨時売店 つどいの里クラブハウス前 　　平成22年5月9日

臨時売店 中の広場 　　平成22年6月1日～平成22年6月30日

臨時売店 　　平成22年6月1日～平成22年6月30日

臨時売店 さとやま屋敷裏庭の一部 　　平成22年6月1日～平成22年6月30日

臨時売店 　　平成22年7月1日～平成22年9月30日

臨時売店 中の広場 　　平成22年7月1日～平成22年9月30日

臨時売店 中の広場第２駐車場付近 　　平成22年7月26日～平成22年8月6日

臨時売店 中の広場 　　平成22年7月1日～平成22年8月31日

臨時売店 さとやま屋敷裏庭の一部 　　平成22年7月1日～平成22年9月30日

臨時売店 ひばの里お堂前広場 　　平成22年7月26日～平成22年8月6日

臨時売店 　　平成22年9月7日～平成22年10月31日

臨時売店 上の農家厨房 　　平成22年9月11日～平成22年10月17日

臨時売店 大芝生広場 　　平成22年10月1日～平成22年10月5日
臨時売店 中の広場 　　平成22年10月1日～平成22年12月31日
臨時売店 大芝生広場 　　平成22年10月1日～平成22年10月4日
臨時売店 さとやま屋敷裏庭の一部 　　平成22年10月1日～平成22年12月31日
臨時売店 さとやま屋敷 　　平成22年10月1日～平成22年10月17日

臨時売店 　　平成22年10月1日～平成22年12月31日

臨時売店 大芝生広場 　　平成22年10月7日～平成22年10月13日
臨時売店 エントランスセンター国兼湖畔広場 　　平成22年10月15日～平成22年10月17日

臨時売店 　　平成22年10月23日～平成22年10月27日

臨時売店 　　平成22年10月23日～平成22年10月24日

臨時売店 中の広場、ひばの里 　　平成22年11月13日～平成23年1月15日
臨時売店 さとやま屋敷中庭 　　平成22年11月16日～平成22年12月30日
臨時売店 さとやま屋敷内、裏庭の一部 　　平成22年11月16日～平成22年12月30日
臨時売店 上の農家 　　平成22年11月16日～平成22年12月30日
臨時売店 ビジターセンター前 　　平成22年11月27日～平成23年1月15日
臨時売店 中の広場 　　平成23年1月1日～平成23年3月31日

臨時売店 　　平成23年1月1日～平成23年3月31日

臨時売店 第６駐車場ナシ園前 　　平成23年3月18日～平成23年3月31日

臨時物販施設一覧臨時物販施設一覧

平成22年4月1日～平成22年4月5日

平成22年4月1日～平成22年5月20日（第1・3・4・5会場）
平成22年4月1日～平成22年5月31日（第2会場）
平成22年4月1日～平成22年5月14日（第6会場）

平成22年4月1日～平成22年5月31日

開設期間営業場所

オートキャンプ場イベント広場

H21年度

H22年度

平成22年4月10日、11日、17日、18日、24日、25日、29日
平成22年5月1日～5日、8日、9日（計 14日間）

ひばの里お堂前広場、中の広場
棚田前付近

ひばの里お堂前広場、中の広場
棚田前付近

中の広場、大芝生広場、
湖畔レストハウス前、花の広場入
口、つどいの里第３駐車場

ひばの里お堂前広場、中の広場
棚田前付近

湖畔レストハウス前、花の広場
入口

ひばの里お堂前広場、中の広場
棚田前付近
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業務評定業務評定業務評定業務評定    

【概要】 

公園名 国営備北丘陵公園 

所在地 広島県庄原市三日市町 

事業者 ○○、○○、○○共同体 

履行期間 自；平成２５年４月１日  至；平成２８年３月３１日 

評価対象年度 平成○○年度 

 

【目標達成状況】 

設定した目標指標と目標値 達成状況 備考 

①公園利用者数 年間；○○万人   

②利用者満足度 ○○％   

③植物管理状況 

（花の広場に関する満足度） 

年間；○○％ 

春季；○○％ 

秋季；○○％ 

  

④利用プログラム提供状況 

（開催回数・延べ参加人数） 

■公園全体 

  開催回数；○○○回 

  参加人数；○○○人 

■ひばの里のみ 

  開催回数；○○○回 

  参加人数；○○○人 

  

 

【運営状況】 

評価内容 

 

 

 

評価ランク 優  ・  良  ・  可 

特記事項 

特に評価

すべき 

事項 

 

改善が 

望まれる 

事項 

 

今後の 

課題等 

 

 

備考 
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（提出様式１－１） 

 

競争参加資格確認申請書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 中 国 地 方 整 備 局 長 殿 

  

 

                     住      所 

                             商号又は名称 

                                     代 表 者 氏 名                     印 

                               （担  当  者） 

                                所属部署 

                       氏    名 

                                      電話番号 

                                 FAX番号  

                                E-mail 

 

                                （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                             住     所 共同体事務所の所在地 

                           商号又は名称 H25-27国営備北丘陵公園 

運営維持管理業務◇◇・○○共同体 

                                  代表者氏名                  印 

                    

 

 

 

 

 

 

  平成２４年●月●日付けで入札公告のありました「H25-27国営備北丘陵公園運営維持管

理業務」に係わる競争に参加する資格について、関係書類を添えて申請します。 

 

 なお、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 
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（提出様式１－２） 

○企業の業務実績 

 

担当する分担業務：○○業務 

 

会社名：○○○○(株) 

 

業務名 

 

発注者 

 

受注形態 

 

業務概要 

 

履行期間 

○○○○○○○○○業務  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・単独  

 ・共同企業体 

(・代表者・代表者

以外) 

 

 

 

 

 

 

 

公園種別、○○施設（園地管理面

積約○㎡）、展示面積、業務内容

等を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成○年○月 

～ 

平成○年○月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容種別 1) 2) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容種別 1) 2) 

企 業 の 延 べ 業 務 年 数  ○ ヶ 月  

 

１ 級 造 園 施 工 管 理 技 士 保 有 者 数 （ 植 物 管 理 業 務 の み 記 入 ）  

 

              平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 時 点  ○ 名  

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付す

る。図面等で植栽地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添

付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等の写しを提出する。 

注４:複数の業務を記載する場合は行を追加して記入する。 

注５:記載する業務件数による評価は行わない。 

注６:内容種別欄は実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の１)～２)のい

ずれか該当するものを選び○を記入する。 

注７：実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の注意事項に沿って記載す

る。 

注８：参加する法人の会社概要がわかる公表資料（会社紹介パンフレット、ＨＰ等）を別途提出

する。 
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（提出様式１－３） 

○総括（業務）責任者の業務実績 

 

担当する分担業務： ○○業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふり がな

氏 名   

 

生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○ ○ 会 社 ・ ○ ○ 部 ・ ○ ○ 部 長  

保有資格（植物管理業務責任者は、１級造園施工管理技士を必ず記入すること） 

  ・１級造園施工管理技士 （登録番号：       ）    （取得年月日：  年  月  日） 

 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○

業務 

 

○○ 

・単独 

・共同企業体 

(・代表者・代

表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 

平成○年○月 

～ 

平成○年○月 

 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 

 

○○○○○○○○○

業務 

 

 

 

○○ 

 

 

・単独 

・共同企業体 

(・代表者・代

表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 

平成○年○月 

～ 

平成○年○月 

 

 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

○月 

～ 

平成○年

○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 

総括責任者の延べ経験年数 

○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 

○年○ヶ

月 

 

業務経験 の延べ経験年数 

○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５：企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書（任意様式）及び業務

経験証明書（様式１－８）を添付する。 

注６:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～４)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注７:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

柱８：実施 要項３．３．に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない。配置した場合には、

特定しない。ただし、実施要項に定める範囲において兼務は可能とする。 
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（提出様式１－４）守秘性に関する要件 

 

○守秘義務に関し、下記の処置が講じられているか記載する。 

 

イ． 社内規則等（守秘義務に関する規程及びその罰則規定が明示されているものに限る）制定に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ロ．守秘義務に関する研修、講習等の定期的な実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１： 守秘義務に関する規程及びその罰則規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付

することとし、該当部分に下線を引くこと。 

共同体の場合は、各構成員それぞれの提出様式１－４を作成し、かつ各構成員それぞれの

守秘義務に関する規程及びその罰則を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付するこ

ととし、該当部分に下線を引くこと。 
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（提出様式１－５－１）業務実施体制 

 

 [実施要項で定める業務責任者] 

 

 

実施要項3.3.に定め

る業務責任者 

 

具体的な業務内容 

 

雇用形態 資格、能力、実務経験年数等

（業務内容に対する適切性に

ついて記載） 

１週間の予定勤務時間  

備考 

 

常勤 

 

非常勤 

 

委託 

 

 その他（具

体的に） 

総括責任者 

  

 ○ 

 

  － 

 

  － 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 計 

代表企業  

 ○○会社 

  中国 太郎 

８ ８ ８ ８ ８ ０ ０ 40 

施設・設備維持 

管理業務責任者 

      

月 火 水 木 金 土 日 計 

○○会社 

  ○○ ○○ 

        

 植物管理 

 業務責任者 

      

月 火 水 木 金 土 日 計 

○○会社 

  ○○ ○○ 

        

収益施設等管理 

運営業務責任者 

      

月 火 水 木 金 土 日 計 

○○会社 

  ○○ ○○ 

        

  

※ 組織図（業務実施のための管理機構）を添付する（任意様式）。 

※ 総括責任者および業務責任者が資格要件の条件を満たさない場合は特定しない。 

 ※ 備考欄には、所属企業名および配置予定者の氏名を記載する。共同体の場合は、各構成員の所属企業名および配置予定者の氏名を記載する。 

※ 実施要項 ３．３．に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない。配置した場合には、特定しない。ただし、実施要項に定める範囲において兼務は可

能とする。 

※ [実施要項以外で提案する業務責任者の下に配置し、責任者を補佐する者]を配置する場合には、別紙に記入すること。 

 

 

   

 

 

※ 総括責任者及び総括責任者以外の業務責任者は、原則、実施期間中専任（注）とする。なお、病気・死亡等の事情によりやむを得ず総括責任者又は総括責任者以

外の業務責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置するものとし、予め中国地方整備局の承諾を得るものとす

る。 

（注：専任とは、他の工事及び業務等に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることをいう。ただし、契約の締結後、業務開始

するまでの期間（準備期間）は専任を要しない。） 
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                                                                （別紙） 

 

 [実施要項以外で提案する業務責任者の下に配置し、責任者を補佐する者] 

 

 

業務責任者の下に配

置し、責任者を補佐

する者 

 

具体的な業務内容 

 

雇用形態 資格、能力、実務経験年数等

（業務内容に対する適切性に

ついて記載） 

１週間の予定勤務時間  

備考 

 

常勤 

 

非常勤 

 

委託 

 

 その他（具

体的に） 

△△業務責任者の下 

  

 ○ 

 

  － 

 

  － 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 計 

○○会社 

  ○○ ○○ 

○○係長 ８ ８ ８ ８ ８ ０ ０ 40 

□□業務責任者の下 

      

月 火 水 木 金 土 日 計 

○○会社 

  ○○ ○○ 

○○リーダー         

       

月 火 水 木 金 土 日 計 

○○会社 

  ○○ ○○ 

        

       

月 火 水 木 金 土 日 計 

○○会社 

  ○○ ○○ 

        

 

※ [実施要項で定める業務責任者]の下に配置するのか責任区分を明確にすること。 

※ [実施要項で定める業務責任者]と併せた組織図（業務実施のための管理機構）を添付する（任意様式）。  

 ※ 災害、繁忙期等の緊急時を含み、現地を支援する本社等の体制（責任体制、現地体制）を記載する。 

※ 配置予定人員の枠が足りなければ、追加して記入する。 

※ 備考欄には、所属企業名および配置予定者の氏名を記載する。共同体の場合は、各構成員の所属企業名および配置予定者の氏名を記載する。（氏名が未確定の場

合は、氏名について、記載しなくてもよい） 

※ 業務責任者の下に配置し、業務責任者を補佐する者を変更する場合は、当該業務に精通した者を配置するものとし、予め中国地方整備局の承諾を得るものとする。 
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業務実施体制 組織図（業務実施のための管理機構） （作成例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：共同体の場合は、責任者の氏名の後に構成企業名を記載すること。 

 

 

総括責任者 ◇◇ ◇◇ ○社

施設・設備維持管理業務責任者 ◇◇ ◇◇ ○社 

植物管理業務責任者 ◇◇ ◇◇ ○社 

収益施設等管理運営業務責任者 ◇◇ ◇◇ ○社

○○責任者 ◇◇ ◇◇

○○責任者 ◇◇ ◇◇

企画部 ◇◇ ◇◇

経理部 ◇◇ ◇◇

○○公園管理センター 

○○会社 本社

協力会社

○○部 ◇◇ ◇◇ 

下請会社

再委託 

◇◇ ◇◇

◇◇ ◇◇

◇◇ ◇◇ 

◇◇ ◇◇

○○責任者 ◇◇ ◇◇ 
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（提出様式１－５－２） 業務実施における対応方針 

 

・ 迅 速 か つ 円 滑 な 意 志 決 定 及 び 臨 機 の 対 応 が 可 能 と な る 体 制  

 

※ 上 記 に つ い て 、 組 織 面 、 費 用 面 の 対 応 等 を 具 体 的 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※A4版１枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 

※白黒片面印刷で提出すること。
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（提出様式１－５－３） 

○申請した総括責任者以外で同一企業に在籍する総括責任者（代替総括責任者）の業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふり がな

氏 名   

 

生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○ ○ 会 社 ・ ○ ○ 部 ・ ○ ○ 部 長  

保有資格 

  ・技術士（建設部門：都市及び地方計画）  

（登録番号：   ）  （取得年月日： 年 月 日） 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○

業務 

 

○○ 

・単独 

・共同企業体 

(・代表者・代

表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 

平成○年○月 

～ 

平成○年○月 

 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 5) 

 

○○○○○○○○○

業務 

 

 

 

○○ 

 

 

・単独 

・共同企業体 

(・代表者・代

表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 

平成○年○月 

～ 

平成○年○月 

 

 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

平成○年

○月 

～ 

平成○年

○月 

○月 

～ 

平成○年

○月 内容種別 1) 2) 

3) 4) 5) 

総括責任者の延べ経験年数 

○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 

○年○ヶ

月 

 

業務経験 の延べ経験年数 

○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～5)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注６:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 
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（提出様式１－６）実施方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※A4版２枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 

※別紙年間業務計画を添付する。それ以外の添付資料は認めない。 

※白黒片面印刷で提出すること。 
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（別紙） 

年間業務計画（作成例） 

 

工 種 

 

種別 

 

実施頻度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

植物管理 

芝生管理 ●回／年             

低木管理 ●回／年  

 

          

高木管理 ●回／年             

草花管理 ●回／年             

●●●●               

●●●●               

●●●●               

●●●●               
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（提出様式１－７）再委託又は、下請負の予定（協力企業の名称等） 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

注１：再委託又は、下請負（予定含む）がある場合に記入する。 

 

注２：原則として、小規模な業務

※

を除き、記載された以外の業務を再委託又は下請負する場合には、金

額および必要性等について協議が必要となる。 

※ 小規模な業務とは、基本的に契約金額が100万円未満の業務等 

 

注３：再委託又は、下請負の枠が足りなければ、追加して記入すること。 

 

注４：組織図（業務実施のための管理機構）に記入すること。 
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念書（例） （申請書類提出時に当該法人と雇用関係が無い場合） 

 

 

 

 

 支出負担行為担当官 

 中国地方整備局長 様 

 

 

 

念書（例） 

 

 

 

 

  株式会社○○○○と中国太郎は、現在雇用関係に無いが、下記の場合において

雇用契約を締結するものとする。 

 

 

 

 

 

記 

 

 

 国土交通省中国地方整備局で、平成２４年●月●日付けで入札公告のあった「H25-27

国営備北丘陵公園運営維持管理業務」と契約締結した場合。 

 

 

 

 

 

平成２４年○月○日 

 

 

 

 

 

 

 

              住所 

              電話番号 

              会社名 株式会社○○○○ 

              代表者 代表取締役社長△△ △△ 印 

 

 

              住所  

 

              氏名   中国 太郎 印 
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（提出様式１－８）業務経験証明書 

 

 

ふりがな

氏名 

 

 

 中国 太郎           

（   年  月  日生） 

 

会社名 

 

 

 

 □□□□株式会社 

 

 

 

業務実績 

 

 

    

 ○○業務の○○責任者として従事。 

 

 

 

 

従事期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

年    月    日 

～ 

年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の通りであることを証明します。 

                         平成２４年○月○日 

 

 

                    住 所 

 

                    電話番号 

                    会社名  □□□□株式会社 

 

                    代表者  役職名  氏名  印 
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（提出様式１－９－１） 

 

平成  年  月  日 

 

収益施設運営実績書 

 

 国土交通省 中国地方整備局  殿 

 

                  （申請者）社 名 

                       代表者                  印 

                       所在地 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記収益施設等について運営実績書を提出します。 

  

 

記 

（記入例） 

  

国営備北丘陵公園 

収益施設名 

収益施設運営実績（※１） 収益施設運営予定（※２） 

   企業としての

実績 

 

配置予定者

としての実

績 

申請者（共

同体構成員

を含む） 

 申請者以外

の者（再委託

・下請け等） 

１ 駐車場  

 

 ○ 

（(株)○

○） 

 

２ レンタサイクル施設  

 

  ○ 

（(株)○○） 

３ 飲食施設 ◎ 

（(株)○○） 

◎ 

（○○太

郎） 

○ 

（(株)○

○） 

 

４ 物販施設 ○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○

○） 

 

７ 自動販売機 ○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○

○） 

 

８ コインロッカー ○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○

○） 

 

９ 備北オートビレッジ 

（キャンプ場） 

○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○

○） 
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（提出様式１－９－１）の注意事項 

 

※１ 収益施設運営実績について、実施要項３．２．企業の業務実績に関する要件、及び３．３．

配置予定者の業務実績に関する要件の｢④収益施設等管理運営業務｣で申請している収益施設に

｢◎｣を記入し、その他実績を有する収益実績は｢○｣を記入する（共同体の場合は、代表企業又

は構成員の実績でも可。その場合｢◎｣、｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例

｢○（(株)○○）｣、｢◎（○○太郎）｣） 

又、｢◎｣、｢○｣を記入した施設の全ての施設について（提出様式１－９－３）に記入するこ

と。 

※２ 収益施設運営予定について、国営備北丘陵公園において、申請者または申請者以外の者で

行うのかいずれかに｢○｣を記入する。なお、収益施設運営実績の申請者と収益施設運営予定の

申請者が必ずしも同一箇所でなくてもよい。（共同体の場合は、代表企業又は構成員の実績で

も可。その場合｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例｢○（(株)○○）｣、｢○

（○○太郎）｣）。申請者以外の者が未定の場合は、｢○｣のあとに｢未定｣と記載すること。

（例｢○（未定）｣） 

又、申請者以外の者によって実施し、予定している企業等がある場合は、（提出様式１－

７）に記載すること。 

※３ 「H25-27国営備北丘陵公園運営維持管理業務」に入札参加しようとする者は、公園施設と

連携して収益施設を運営することから、国営備北丘陵公園収益施設等管理運営規定書（以下、

「規定書」という。）の事項を確認の上、収益施設運営実績書を提出しなければならない。 

また、「H25-27国営備北丘陵公園運営維持管理業務」の受託者は、収益施設について都市公

園法第５条の申請を行い、許可を受け所定の使用料を国へ支払なければならない。 

※４ 共同体として参加する者が提出する場合は、H25-27国営備北丘陵公園運営維持管理業務に

ついて、代表企業を申請者とする。 
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（提出様式１－９－２） 

 

会社の概要 

 

（１）以下について記入するものとする。 

  ①社名         （               ） 

②業種（主・副）    （       ・       ） 

  ③設立         （         年   月 ） 

  ④資本金        （             円 ） 

  ⑤従業員数       （             人 ） 

  ⑥株式         （   上場  ・  非上場  ） 

  ⑦株主数        （             人 ） 

  ⑧営業範囲       （広島県・中国地方・全国  ） 

  ⑨年商         （             円 ） 

 

（２）下記の最新資料を添付するものとする。 

  ①会社概要書等 

  ②登記簿謄本 

  ③財務諸表（過去3ケ年分） 

 

 ※ 提出様式１－９－１で記載している全ての収益施設の施設等運営者について記載すること。

（収益施設運営実績、収益施設運営予定を含む） 

 ※ 財務諸表については、決算報告に使用された「貸借対照表」「損益計算書」「営業報告書」

「利益の処分又は損失の処理に関する議案」等（過去３ケ年分）を提出するものとする。 

※ 申請者以外の者については、上記（２）②、③は提出しなくてもよい。ただし、落札者決定さ

れた場合は、業務計画書提出時までに提出するものとする。 

※ 申請者以外の者が未定の場合は、上記（１）①社名に｢未定｣と記載すること。ただし、落札者

決定された場合は、本様式と上記（２）①～③を業務計画書提出時までに提出するものとする。 
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（提出様式１－９－３） 

 

○○施設運営実績 

 項  目 内        容 

・施設名 

・所在地 

・開設年 

（記入例） 

・○○○○  ○○店 

・広島県○○市○○１－２－３ 

・平成○年○月 

 

 

・業態 

・取扱品目 

・主な客層 

（記入例） 

・フルサービス和食レストラン 

・郷土料理 

・家族連れ、観光客 

 

 

 

・構造 

・規模 

（記入例） 

・構  造  RC構造 

・延床面積  401.88㎡ 

・客席面積  300㎡ 

・席  数  100席 

・厨房面積  50㎡ 

・駐 車 場      平面駐車場 普通車20台 

 

 

 

 

・売上高 

記入例） 

・120,000千円／年（過去３ヶ年の平均） 

 

 

 

・従業員数 

（記入例） 

・社員３人、補員５人 

 

 

 ※ 提出様式１－９－１の収益施設運営実績の◎及び○と記載した箇所についてそれぞれ１件以上

記載すること。企業及び配置予定者の業務実績が同じ収益施設で異なる施設（別の施設）の場合

は、それぞれ記載すること。 又、施設等により物理的条件より記載が難しい場合であっても実

施している概要がわかる内容を記載すること。 

 ※ 売上高は、過去３ヶ年の平均とし、実績がないものは、過去２年又は１年でもよい。又１年に

満たない場合は、予定金額でもよい。 

※ 実績を証明する登記簿又は契約書等の写しと、自由様式で施設概要がわかる資料又は写真等を

２～３枚添付すること。 

なお、自由様式は、Ａ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 
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（提出様式１－１０） 

                                       （第１面） 
 
 
                                                              平成   年   月   日 
 
 
 支出負担行為担当官 
  中国地方整備局長 
    戸田 和彦  殿 
 
 
                                                          （郵便番号      ） 
             入札参加事業者 住  所 
 
  
                                                       電話番号（   ）       － 
 
                   

商  号 
又は名称 

 
 
                     氏  名                                    ○印  
 
                                              （法人にあっては、代表者氏名） 
 
                                                                                 

                     法定代理人 
○印  

氏  名 
 
 
 
 
 

入 札 参 加 事 業 者 等 確 認 書 
 
 
 こ の 書 面 の 記 載 事 項 は 、 事 実 に 相 違 あ り ま せ ん 。 
 
 
 （留意事項） 

 
１ この書面及び提出書類は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第１０条

各号に規定されている欠格事由該当性の審査に必要であり、この書面及び提出書類に記載

されている個人情報については、欠格事由該当性の審査のため、必要な範囲において利用

し又は警察庁等関係行政機関に対し提供します。 
 
２ この書面とともに、第８面の一覧表に示す書類の提出をお願いします。 

 

３．提出した様式のデ－タおよび電磁的記録媒体（第８面※８参照）をCD－Rで提出願いま

す。 
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（第２面） 
１ 入札参加事業者 

個 人 ・ 法 人 の 別 □  個    人 □  法    人 

 
 ア 入札参加事業者が個人の場合 

フ  リ  ガ  ナ 
生 年 月 日 

          （性別） 

本        籍 

氏    名 住        所 

フ リ ガ ナ 
事 業 活 動 の 内 容 

商 号 又 は 屋 号 

 
 
          （  ） 

 

  

 
 

 

 
 イ 入札参加事業者が法人の場合 

         フ リ ガ ナ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

        商 号 又 は 名 称 代 表 者 の 氏 名 

事 業 活 動 の 内 容 

  

  

 

（記載上の注意） 
１ 「個人・法人の別」は、該当するものに○印を付けて下さい。 
２ 「商号又は屋号」は、商号登記をしているときはその商号を、商号登記していないときは屋号等の名称の

うち１個を記載して下さい。 

 
２ 法定代理人 

フ  リ  ガ  ナ 
生 年 月 日 

          （性別） 

本        籍 

氏    名 住        所 

 
 
           （  ） 

 

  

 
 
           （  ） 

 

  

（記載上の注意） 
１ 「法定代理人」は、 

① 入札参加事業者（法人の場合は、当該法人の役員） 
② 入札参加事業者の親会社等（法人の場合は、当該法人の役員） 
が、法第１０条第６号に規定する「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」である場合に、

当該未成年者の法定代理人を記載して下さい。 
２ 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第２面の次に添付して下さい。 
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（第３面） 
３ 役 員 等 

 

フ  リ  ガ  ナ  生年月日（性別） 本        籍 

氏    名 役職名又は名称 住        所 

  
          （  ） 

 

   

  
          （  ） 

 

   

  
          （  ） 

 

   

  
          （  ） 

 

   

  
          （  ） 

 

   

  
          （  ） 

 

   

  
          （  ） 

 

   

  
          （  ） 

 

   

（記載上の注意） 
１ 入札参加事業者が法人の場合に記載して下さい。 
２ 「役員等」とは、役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役又はこれらに準ずる

者）及び相談役、顧問等名称のいかんを問わず、役員と同等以上の支配力を有する者をいい、その全てを記

載して下さい。 
３ 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第３面の次に添付して下さい。 
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（第４面） 

４ 主要株主・主要出資者 

 

発行済株式の総数  出資総額  

 

 ア 主要株主・主要出資者が個人の場合 

フ リ ガ ナ 

生年月日（性別） 

本        籍 

氏    名 

住        所 

所有株式数又は出資金額 割    合 

 

 

           （  ） 

 

 

 

  

 

 

           （  ） 

 

 

 

  

 

 

          （  ） 

 

 

 

  

 

 

           （  ） 

 

 

 

  

 

 

           （  ） 

 

 

 

  

 

 

           （  ） 

 

 

 

  

 

 

           （  ） 
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（第５面） 
 イ 主要株主・主要出資者が法人の場合 

 

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

商号又は名称 代表者氏名 所有株式数又は出資金額 割    合 

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

（記載上の注意） 
１ 主要株主とは、発行済株式の総数の１００分の５以上の株式を所有する株主をいいます。 
２ 主要出資者とは、出資総額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者をいいます。 
３ 割合は、「所有株式数（出資金額）／発行済株式の総数（出資総額）×１００」とします。 
４ 法第１０条第９号の親会社等に該当する場合は、第６面の「５親会社等」欄に記載して下さい。 
５ 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、個人の場合は第４面の次に、法人

の場合は第５面の次にそれぞれ添付して下さい。 
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（第６面） 
５ 親会社等 
 
 ア 施行令第３条第１項第１号に該当する場合 
 
 ○ 個人の場合 

フ リ ガ ナ 

  

生年月日（性別） 

本        籍 

氏    名 

住        所 

議決権の総数 所有する議決権の数 割  合 

 

 

           （  ） 

 

 

 

   

 
 ○ 法人の場合 

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

商号又は名称 代表者氏名 議決権の総数 所有する議決権の数 割  合 

   

     

 

 イ 施行令第３条第１項第２号に該当する場合 

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

商号又は名称 代表者氏名 その役員に占める自己の役員等の割合 

   

   

 

 ウ 施行令第３条第１項第３号に該当する場合 

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

商号又は名称 代表者氏名 その代表権を有する役員の地位を占める自己の役員等の氏名 

   

   

（記載上の注意） 

１ 「親会社等」には、入札参加事業者と次の関係（特定支配関係）にある者（施行令第３条第１項第１号か

ら第３号まで）を記載して下さい。 

① その株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができな

い株主を除く。）又は総出資者の議決権の過半数を有していること。（第１号） 

② その役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。）に占める自己

の役員又は職員（過去２年間に役員又は職員であった者を含む。以下同じ。）の割合が２分の１を超えて

いること。（第２号） 

③ その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。（第３号） 

２ 親会社等に該当するものがある場合は、その該当する欄に記載して下さい。 

３ その役員に占める自己の役員等の割合は、「入札参加事業者における自己の役員等の数／入札参加事業者

の役員の数×１００」とします。 
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（第７面） 

 

６ 親会社等の役員等 

 

法 人 の 商 号 又 は 名 称  

フ リ ガ ナ  生年月日（性別） 本        籍 

氏    名 役職名又は名称 住        所 

 

  

 

 

          （  ） 

 

   

 

 

          （  ） 

 

   

 

 

          （  ） 

 

   

 

 

          （  ） 

 

   

                      

  

 

 

          （  ） 

 

   

 

 

          （  ） 

 

   

 

 

          （  ） 

 

   

 

 

          （  ） 

 

   

（記載上の注意） 

１ 親会社等が法人の場合は、当該法人の役員等（第３面でいう「役員等」に同じ。）を全て記載して下さい。 

２ 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第７面の次に添付して下さい。 
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（第８面） 
７ 提出書類 

 
この書面のほか、下表に示す提出書類のうち、該当するものを提出して下さい。なお、提出

する 
書類については、チェック欄に○印を付けて下さい。 

 

 提 出 書 類 一 覧 表  ﾁｪｯｸ 

 １ 住民票の写し（外国人の場合は外国人登録原票の写し）
※１【落札者決定後】 

  ① 入札参加事業者（個人）  

 ② 入札参加事業者（個人）の法定代理人
※２

  

 ③ 入札参加事業者（法人）の役員  

 ④ 入札参加事業者（法人）の役員の法定代理人  

 ⑤ 入札参加事業者（法人）の役員と同等以上の支配力を有する者
※３

  

 ⑥ 入札参加事業者（法人）の親会社等
※４

（個人）  

 ⑦ 入札参加事業者（法人）の親会社等（個人）の法定代理人  

 ⑧ 入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）の役員  

 ⑨ 入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）の役員の法定代理人  

 ⑩ 入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）の役員と同等以上の支配力を有する者  

 ２ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
※５

 

  ⑪ 入札参加事業者（法人）  

 ⑫ 入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）  

 ３ 戸籍抄本
※６

 

  ⑬ 入札参加事業者（個人）  

 ⑭ 入札参加事業者（法人）の役員  

 ⑮ 入札参加事業者（法人）の親会社等（個人）  

 ⑯ 入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）の役員  

 ４ 未成年者登記簿の謄本
※７

 

  ⑰ 入札参加事業者（個人）  

 ⑱ 入札参加事業者（法人）の役員  

 ⑲ 入札参加事業者（法人）の親会社等（個人）  

 ⑳ 入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）の役員  

 ５ 誓約書 [別添] 

 ○21  入札参加事業者（個人）  

○22 入札参加事業者（法人）  

６ 電磁的記録媒体
※８

  

 

※１ 住民票の写しは、本籍地の記載のあるものとし、外国人登録原票の写しは、その者が外国人で外

国人登録をしている場合に提出して下さい。また、いずれも発行後６ヶ月以内のものを提出して下

さい。 
※２ 法定代理人とは、その者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合の当該

未成年者の法定代理人をいいます。 
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氏名カナ（半角） 氏名漢字（漢字） 元号（半角） 年 月 日 性別

ｺｳｷｮｳ ﾀﾛｳ 公共　太郎 S 38 7 14 M 

※３ 役員と同等以上の支配力を有する者とは、正規の役員ではないが、相談役、顧問等名称のいかん

を問わず、役員と同等以上の支配力を有する者をいいます。 
※４ 親会社等とは、入札参加事業者と施行令第３条第１項各号のいずれかに該当する関係（特定支配

関係）を有する者とします。 
※５ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）は、発行後６ヶ月以内のものを提出して下さい。 
※６ 戸籍抄本は、その者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合及びその者

が未成年者で婚姻により成年に達したものとみななされている場合（民法第７５３条）に提出して

下さい。 
※７ 未成年者登記簿の謄本は、その者が未成年者であって、営業に関し成年者と同一の行為能力を有

する場合（婚姻により成年に達したものとみなされている場合を除く。）に提出して下さい。 
※８ 電磁的記録媒体の作成要領 

意見聴取に必要な電磁的記録は、氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別とし、これらをＣ Ｓ Ｖ 形式

（ 例えば、エクセル、アクセス等）により、電磁的記録媒体（ ＣＤ－Ｒ）に以下の要領で記録する。 

① 記載例（データ上の記載） 

昭和３ ８ 年７ 月１ ４ 日生まれの公共太郎（ 男性）の場合は、 
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[別添]  
 

 支出負担行為担当官 

  中国地方整備局長 

    戸田 和彦  殿 

 

平成  年  月  日 

住 所        

商 号 又 は 名 称 

代 表 者 氏 名    ○印  

 

 

誓 約 書 

 

平成24年●月●日付けで公告のありました「H25-27国営備北丘陵公園運営維持管理業務」の入札に

参加するにあたり、下記のとおり誓約します。 

 

記 

 

１ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）第15条において準

用する第10条各号に該当する者でないこと。 

 

２ 予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ

と。 

 

３ 他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準のいずれかに該

当する関係がないこと。 

１)資本関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は

更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

①親会社と子会社の関係にある場合 

②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

２)人的関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし②については、会社の一方が更生会社又は

更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

②一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

 

４ 三次河川国道事務所で実施した「H22年度 備北丘陵公園長寿命化計画策定基礎調査業務」の受

託者でないこと。 

 

５ 三次河川国道事務所で実施した「H 23年度 国営備北丘陵公園運営維持管理方針等策定業務」

の受託者でないこと。 

 

６ 業務の一部について再委託等を行わせる場合、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこ

と。又、再委託先等が暴力団又は暴力団関係者と知りながらそれを容認して再委託契約を継続

させないこと。 

 

７ 申請書類の内容については事実と相違ないこと。 

 

上記誓約に相違があった場合は、入札参加の取消し、契約解除等の措置又は処分も甘受し、一切

 の意義を申し立てないことを併せて誓約します。 

                                          以上 
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申請書類申請書類申請書類申請書類における留意事項についてにおける留意事項についてにおける留意事項についてにおける留意事項について    

 

１．提出部数は１部とし、通しの頁数を次の例ように頁右下に記載するものとする。

（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 

 

２．提出様式１－２「企業の業務実績」 

 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 

 ②単体および共同体の担当する分担業務については、「本業務全体の企画立案及

びマネジメント業務」、「施設・設備維持管理業務」「植物管理業務」、「収

益施設等管理運営業務」とし、さらに細かく業務を分担する場合には「施設・

設備維持管理業務のうち、施設管理」などの記載とし、独自に｢総合運営管理業

務（例）｣など独自の名称は作らないこと。 

③本業務全体の企画立案及びマネジメント業務の実績については、説明書１．

（２）１）で記載しているとおり、必ず「本公園の運営維持管理全般について

目標及び業務計画を策定し、多岐にわたる業務について総合的な調整を行い、

適切な進捗管理を実施」した会社とし、その内容について契約書で記載されて

いない場合は、その内容が確認できる業務の仕様書等も添付すること。 

④共同体の場合は、本業務全体の企画立案及びマネジメント業務を担当する企業

を代表企業とすること。 

 

３．提出様式１－３「総括（業務）責任者等の業務実績」 

 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 

②「本業務全体の企画立案及びマネジメント業務」、「施設・設備維持管理業

務」、「植物管理業務」、「収益施設等管理運営業務」の業務責任者において

は、業務を分割し複数の業務責任者を配置できないものとする。なお、複数 

配置した場合には、特定しない。 

  ただし、実施要領に定めた範囲において兼務は可能とする。 

 ③共同体の場合は、本業務全体の企画立案及びマネジメント業務を担当する総括

責任者を代表企業の社員（予定を含む）とすること。また、「所属・役職」の

欄に会社名を記載すること。 

     

４．提出様式１－４「守秘性に関する要件」 

 ①守秘義務に関する規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。

また、共同体の場合は、構成員毎に様式１－４の提出及び守秘義務に関する規

定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。該当部分に下線を引

くこと。  

 

５．提出様式１－５－１「業務実施体制」 

 ①共同体の場合は、備考欄に所属企業名および職務、配置予定者の氏名を記載す

ること。 

②組織図（業務実施のための体制図）を添付すること。その際に担当する分担業

務を記載すること。 

③実施要項３．３．表８に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない

ものとする。なお、複数配置した場合には、特定しない。 

 

６．提出様式１－５－２「業務実施における対応方針」 

Ａ４版片面１枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 

図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９

ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。

白黒片面印刷で提出すること。 

 

７．提出様式１－６「実施方針」 

Ａ４版片面２枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 

図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９

ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
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白黒片面印刷で提出すること。 

 

８．提出様式１－１０「入札参加事業者等確認書」 

落札者は、住民票の写し（外国人の場合は外国人登録原票の写し）について、

落札決定日から２週間以内に提出すること。 

様式のデ－タおよび電磁的記録媒体（第８面参照）をCD－Rで提出すること。 
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（提出様式２－１） 

 

企画書 

 

 

 業務の名称  H25-H27 国営備北丘陵公園運営維持管理業務 

 

 履行期限   平成  年  月  日 

 

 

標記業務について、企画書を提出します。 

 

 

                                                 平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 中国地方整備局長 

      戸田 和彦 殿 

 

 

              提出者）住    所 

                  電話番号 

                  会 社 名 

                  代 表 者 役職名    氏      名    印 

 

              作成者）担当部署 

                  氏  名 

                電 話 番 号  

                  Ｆ Ａ Ｘ 

                  Ｅ－mail 

 

                           （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                                   住 所 ：共同体事務所の所在地 

                                    電話番号：共同体事務所の電話番号 

                                        ＦＡＸ ：共同体事務所のＦＡＸ番号 

                                        会社名 ：○○○○業務 

                                         △△・○○共同体 

                                        代表者 ：△△㈱ 役職名  氏名 印 

                    

 

 注）紙入札方式による場合は代表者印を押印してください。 
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（提出様式２－２―１） 

１）公園利用者数の確保に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

  

公 園 利 用 者 数 【 数 値 目 標 】           （ 単 位 ： 万 人 ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

年 間  

公 園 利 用 者 数  

             

  

四 半 期 毎  

公 園 利 用 者 数  

１  ２  ３  ４    

( ) ( ) ( ) ( ) 

（  ） ： は 平 日 の 公 園 利 用 者 数 を 示 す  

 

１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用    

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３３３３．企画提案項目：．企画提案項目：．企画提案項目：．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４４４４．企画提案項目：．企画提案項目：．企画提案項目：．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５５５５．企画提案項目：．企画提案項目：．企画提案項目：．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を設定の上、その利用者数確保に向けて、実現性のある企画提案および

期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―２） 

２）利用者満足度の向上に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

公 園 利 用 者 の 満 足 度 （ 「 非 常 に 満 足 」 及 び 「 ま あ ま あ 満 足 」 ）  

【 数 値 目 標 】     （ 単 位 ： ％ ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

年 間  

公 園 利 用 者 の

満 足 度  

            

  

四 半 期 毎  

公 園 利 用 者 の

満 足 度  

１  ２  ３  ４    

    

 

１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用    

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を設定の上、その満足度数の向上に向けて、実現性のある企画提案およ

び期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

- 別紙 380 -
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（提出様式２－２―３） 

３）地域特性を活かした植物管理に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

花 修 景 （ 花 の 広 場 ） の 満 足 度 （ 「 満 足 」 及 び 「 ま あ 満 足 」 ）  

【 数 値 目 標 】     （ 単 位 ： ％ ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

年 間  

花 の 広 場  

の 満 足 度  

            

  

季 節 毎  

花 の 広 場 の  

満 足 度  

春  秋    

  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用    

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：  

 ・ 具 体 的 な 企 画 提 案 ：  

・ 期 待 さ れ る 効 果 ：  

 

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：  

 ・ 具 体 的 な 企 画 提 案 ：  

・ 期 待 さ れ る 効 果 ：  

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を設定の上、その満足度数の向上に向けて、実現性のある企画提案およ

び期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

- 別紙 381 -
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（提出様式２－２―４） 

４）公園特性及び資源、施設を活かした運営管理に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用    

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：    

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※いこいの森エリアの機能を発揮させるための運営維持管理方法について、具体性、実現

性のある企画提案及び期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

 

- 別紙 382 -
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（提出様式２－２―５）  

５）多様な利用プログラムの提供に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針   ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

イベント・行事等の種類・開催数、参加人数【 数 値 目 標 】    

年目 

１ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

開 催 回 数  

(回 ) 

参 加 人 数  

（ 人 ）  

  

ひ ば の 里      

公 園 全 体      

  

 

１．企画提案項目：○○○１．企画提案項目：○○○１．企画提案項目：○○○１．企画提案項目：○○○の実施の実施の実施の実施    

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：   

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を設定の上、その達成に向けて、具体性、実現性のある企画提案及び期

待される効果を具体的に記述する。 

※他の企画提案（いこいの森の運営管理、地域との連携活動等）にかかわる提案内容につ

いては、他の提出様式で記述しても良い。 

※ 自 主 事 業 の 自 主 イ ベ ン ト の 企 画 提 案 に つ い て は 。 「 （ 提 出 様 式 ２ － ２ － １ ０ ）

自 主 事 業 に 関 す る 提 案 」に 記 述 す る も の と し 、本 様 式 で は 委 託 費 で 行 う 行 催 事

（ 材 料 代 等 実 費 を 公 園 利 用 者 か ら 徴 収 す る こ と 等 が で き る も の を 含 む ）の み 記

載 す る こ と 。  

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

 

 

 

- 別紙 383 -
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（提出様式２－２―６） 

６）情報受発信の充実に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

 

マスコミ報道件数・ホームページアクセス件数【 数 値 目 標 】  （ 単 位 ： 件 ）    

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

年 間  

マスコミ報道

件数 

○ ○  ○ ○  ○ ○  

年 間  

ホームページ

アクセス件数 

○ ○  ○ ○  ○ ○  

 

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用    

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※マスコミ報道件数やホームページアクセス件数の目標を設定の上、それら実施、達成に

向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

 

- 別紙 384 -
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（提出様式２－２―７） 

７）地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○と１．企画提案項目：○○○と１．企画提案項目：○○○と１．企画提案項目：○○○と連携連携連携連携    

 ・具体的な企画提案：○○○と連携し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○と連携することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～３．に、周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携

体制、協力体制の構築に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案項目４．～５．に、ボランティアやＮＰＯ団体との連携方策及びボランティア

活動の充実・継続に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記

述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

- 別紙 385 -
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（提出様式２－２―８） 

８）公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用    

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、利用者の安全・安心を確保する施設管理および運営管理に

ついて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、既存地形や本公園の特性を踏まえた上で、ハード面、ソフ

ト面でのユニバーサルデザイン対応について、実現性のある企画提案および期待される

効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．に、公園スタッフに関する事故を未然に防ぐ取組について、実現性の

ある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  

 

- 別紙 386 -



 

 10

（提出様式２－２―９） 

９）緊急時及び非常時の対応に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．１．１．１．企画提案項目：○○○の企画提案項目：○○○の企画提案項目：○○○の企画提案項目：○○○の実施実施実施実施    

 ・具体的な企画提案：○○○について、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○をすることにより、・・・・の防止が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、緊急事態を想定し、実現性のある企画提案および期待され

る効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、トラブル時や緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡大させ

ないための体制、対策について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案項目５．に、繁忙期において、混乱回避のための体制構築を含めた対応策につ

いて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―１０） 

１０）自主事業の提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施１．企画提案項目：○○○の実施１．企画提案項目：○○○の実施１．企画提案項目：○○○の実施    

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

 

 

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※公園の目的・魅力の向上の観点について、実現性のある企画提案および期待される効果

を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※自 主 事 業 ： 事 業 者 の 独 立 採 算 に よ り 行 う 事 業 を い う 。  

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ

と 。  
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（提出様式２－２―１１） 

１１）収益施設の運営に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用１．企画提案項目：○○○の活用    

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が見込まれます。  

  

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．駐車場における利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性

のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２．レンタサイクル施設設設設における利用者サービスの向上に向けた運営につ

いて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．飲食施設における利用者サービスの向上に向けた運営について、実現

性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目４．物販施設における利用者サービスの向上に向けた運営について、実現

性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．備北オートビレッジ（キャンプ場）における利用者サービスの向上に

向けた運営について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１３の改善提

案も行うこと。 

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ  

と 。  
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（提出様式２－２―１２） 

１２）各業務の最低水準（現行基準）として示された仕様書に対する、改善提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．１．１．１．    改善改善改善改善提案項目：○○○提案項目：○○○提案項目：○○○提案項目：○○○工工工工    

・設計数量：○○ｍ２ 

・変更数量：○○ｍ２ 

 ・変更可能な理由：○○○を導入し、・・○○の質が向上（○○を削減）します。 

・期待される効果：○○○を導入することにより、・・・の削減が見込まれます。

   

 

２．２．２．２．    改善提案項目：改善提案項目：改善提案項目：改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

３．３．３．３．    改善提案項目：改善提案項目：改善提案項目：改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

４．４．４．４．    改善提案項目：改善提案項目：改善提案項目：改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

５．５．５．５．    改善提案項目：改善提案項目：改善提案項目：改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果     

 

※各改善提案項目には通し番号を付けること。 

※改善提案による質の維持向上又は経費の削減（あるいはその両方）に関する提案につい

て、実現性のある改善提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※ 設 計 数 量 が 変 更 と な る 場 合 に は 、数 量 総 括 表 に 変 更 数 量 を 記 述 し て 提 出 す る こ

と 。  

※ 記 載 に あ た っ て の 注 意 事 項 等 は 、本 様 式 の【 別 添 】に 示 す の で 必 ず 確 認 す る こ  

と 。  
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                              【別添】 

 

企画企画企画企画書書書書の提案の提案の提案の提案に関する注意事項等に関する注意事項等に関する注意事項等に関する注意事項等 

 

 

  １．各企画提案および改善提案について、着眼点が他と比較して優れており、具体性、

実現性があり、当該公園において適切かつ効果的なものであるか等の妥当性について

総合的な観点から評価する。 

 

  ２．各企画提案および改善提案の頁数は、説明図表を含めＡ４版２頁以内とする。 

   上記頁数を超えた場合、加点評価対象は２頁目までに記載されている内容とし、３頁

目以降に記載した内容は加点評価対象としない。ただし、３頁目以降に記載した内容

（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負

うものとする。 

 

  ３．各企画提案の項目数は最大５項目までとし、記載の順に１から５までの通し番号を

付けること。 

    加点評価対象は番号１から５の企画提案項目までとし、これを超えた企画提案項目

は加点評価対象としない。また、通し番号の記載がない企画提案項目についても加点

評価対象としない。ただし、超過した企画提案項目又は通し番号の記載がない企画提

案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義

務は負うものとする。 

    

  ４．改善提案は、記載の順に１から通し番号を付けること。 

    通し番号の記載がない改善提案項目については加点評価対象としない。ただし、通

し番号の記載がない改善提案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても

特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

頁数は、上記２．によるものとする。 

 

  ５．１つの企画提案項目は１つの着目対象（○○対策、等）に限って設定すること。 

    複数の着目対象に対する企画提案項目を記載した場合には、当該企画提案項目

を加点評価対象としない場合がある。ただし、当該企画提案項目（履行不可と判断

されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

 

  ６．１つの企画提案項目に対する具体的な企画提案は、業務の特性及び現場条件等を考

慮のうえ、企画提案項目とした着目対象に関して効果を発現させるための実施方法（効

果を高めるために付帯して行うものを含む。）を具体的に記載する。 

    曖昧な表現及び「仕様書に基づき履行」等の簡易な表現はしないこと。 

 

  ７．以下に示すような企画提案項目は、標準案と同程度であり効果が期待できな

いものとし、加点評価しない。 
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        ①仕様書及び関係法令を遵守した標準的な内容 

   

  ８．以下に示すような企画提案項目は、実施を認めないもの（履行不可）とする。 

        ①関係法令に違反するもの 

     ②入園料を増減させるもの 

     ③開園日時を変更させるもの（主催イベントなど仕様書で明示してあるのもは除

く） 

 

９．文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等

により判読不可能とならない文字の大きさ９ポイント程度までとし、判読でき

ない場合は、図表等を評価しない場合がある。 

 

10．白黒片面印刷で提出するものとする。 

 

11．企画書の提出部数は１部とし、通しの頁数を以下の例ように頁右下に記載するも

のとする。（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 

 

12．企画書に個別法人および個別グループ等が特定できる記載内容（法人名、個人名

など）がある場合は、その記載された頁に該当する実施要項表３に示す｢区分｣は加

点評価対象としない。ただし、当該区分（履行不可と判断されたものを除く。）に

ついても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

   

（例） ▲▲会社     →  当法人  

■■財団     →  当法人 

◇◇共同体    →  当法人 

□□グループ   →  関連グループ 等 

        ※固有の名称は用いないこと。     

                                                      

13．各企画提案および改善提案を作成する上で、同様な内容を記述する場合は、該当箇

所に｢（再掲）｣と記載すること。ただし、加点対象とするが、実施要項表３に示す｢区

分｣によって評価が異なる場合がある。 
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国土交通省 中国地方整備局 

 

 

 

 

 

 

 

国営備北丘陵公園 

収益施設運営計画書 

 

提  出  様  式 
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 １

【企画書提出時に提出すること】 

（様式３－１） 

 

平成  年  月  日 

 

収益施設運営計画書 

 

 国土交通省 中国地方整備局  殿 

 

                  （申込者）社 名 

 

                       代表者                  印 

 

                       所在地 

 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記施設について、国営備北丘陵公園収益施設運営計画書を提出します。 

 

 

 

記 

 

（１）所 在 地     広島県庄原市三日市町 

（２）対象施設 駐車場（８箇所）、レンタサイクル施設（２箇所）、飲食施設（４箇所）、物販施設（店

舗２箇所）、備北オートビレッジ（キャンプ場）、自動販売機、コインロッカー 

         

 

 

 

 

 

＊共同体として参加する者が提出する場合は、H25-H27 国営備北丘陵公園運営維持管理業務について、

業務全体の企画立案及びマネジメント業務をする者とする。 
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 ２

（様式３－２） 

収益施設運営計画 

※運営施設全体の運営計画について、基本的な考え方及び取り組み方策を具体的に記述すること。 

  また、混雑期、閑散期に対応した運営方針も具体的に記述すること。 

※図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

（１）運営施設全体の運営計画（１）運営施設全体の運営計画（１）運営施設全体の運営計画（１）運営施設全体の運営計画    

・基本的な考え方 

 

・取組方策 

 

・混雑期、閑散期に対応した運営方針 

 

- 別紙 395 -



 ３

（様式３－３） 

 

（（（（２）収益施設の運営に関する提案２）収益施設の運営に関する提案２）収益施設の運営に関する提案２）収益施設の運営に関する提案    

 

 

 

１．企画提案項目：○○○の設定１．企画提案項目：○○○の設定１．企画提案項目：○○○の設定１．企画提案項目：○○○の設定    

 ・具体的な企画提案：○○○を設定し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を設定する事により、・・・・が見込まれます。  

  

 

２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：２．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：。 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：３．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：４．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：５．企画提案項目：        

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．駐車場における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性のある企

画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２．レンタサイクル施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実

現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．飲食施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性のある

企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目４．物販施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性のある

企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．備北オートビレッジ（キャンプ場）における公園利用者サービスの向上に向けた運

営について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能となら

ない文字の大きさ９ポイント程度までとする。白黒片面印刷で提出するものとする。 

※本様式に記述した企画提案については、企画書提出様式２－２－１２と同様な内容とする。 
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 ４

（様式３－４－１） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－１）駐車場の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ５

（様式３－４－２） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－２）レンタサイクル施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

主なサービス 
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 ６

（様式３－４－３） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

 

 

 

 

（３－３）飲食施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ７

（様式３－４－４） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

 

 

 

 

（３－４）物販施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ８

（様式３－４－５） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間・料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－５）備北オートビレッジ（キャンプ場）の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ９

（様式３－４－６） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間・料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－６）自動販売機の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 １０

（様式３－４－７） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間・料金を超える提案は不可とする。 

 

 

（３－７）コインロッカーの運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 

 

- 別紙 403 -


	国営備北丘陵公園-目次（表紙）_別紙　20120330
	国営備北丘陵公園　別紙（目次なし・統合・番号付与）　20120328
	国営備北丘陵公園　別紙1-3　20120316
	別紙01　主要公園施設一覧　20120303
	別紙02　主要建築物一覧　20120312
	別紙03　収益施設一覧　20120306（修正）

	国営備北丘陵公園　別紙4-9（仕様書）　20120327
	別紙04【3月9日提出版】国営備北丘陵公園 基本方針
	別紙5　(NK修正0327)【3月16日提出版】国営備北丘陵公園共通仕様書
	別紙6　(NK修正0327)【3月16日提出版】国営備北丘陵公園　企画立案及びマネジメント業務仕様書
	別紙7　(NK修正0327)【3月16日提出版】国営備北丘陵公園　施設設備維持管理仕様書
	別紙8　(NK修正0327)【3月16日提出版】国営備北丘陵公園 植物管理仕様書
	別紙9　(NK修正0327)【3月16日提出版 】国営備北丘陵公園収益施設等管理運営規定書_案_

	国営備北丘陵公園　別紙10-38-様式　20120328
	【87備北】別紙10　従来の実施状況に関する情報の開示【120328パブコメ確定版】
	別紙11　精算報告書　20110926
	別紙12　公園利用者数　20120306
	別紙13　アンケート調査　20120315
	別紙14　イベントリスト　20120316
	別紙15　マスコミ報道件数　20120301
	別紙16　HPアクセス件数　20120223
	別紙17　開園時間延伸状況　20120301
	別紙18　提供施設一覧表　20120313
	別紙19　リース物件リスト　20110930
	別紙20　備品以外の残存物品リスト　20110928
	別紙21　貸与車両の使用状況･維持管理状況　20120301
	別紙22　危機管理対応実績(事故対応)　20120313-2
	別紙23　危機管理対応実績(自然災害)　20110922
	別紙24　職員･臨時職員･アルバイト等の園内配置　2020301
	別紙25　総括責任者による外部会議への出席　20120301
	別紙26　苦情･要望処理件数　20120301
	別紙27　行催時開催時の広報(紙媒体)実績　20120301
	別紙28　プレスリリース実績　20120301
	別紙29　公園利用者に無償で貸与している物品一覧　20110921
	別紙30　建物･工作物に係る修繕履歴　20120305
	別紙31　清掃場所･箇所･内容･方法等　20120305
	別紙32　緑のリサイクル　111109
	別紙33　産業廃棄物(ゴミ)　20111101
	別紙34　農薬･肥料･土壌改良リスト　20120305
	別紙35　農薬散布　20110303
	別紙36　樹幹注入　20111012
	別紙37-1　収益施設利用者数、売上等（利用者数）　20120303
	別紙37-2　収益施設利用者数、売上等（売上）　20120303
	別紙37-3　収益施設利用者数、売上等（修繕履歴）　20120301
	別紙37-4　収益施設利用者数、売上等（従業員数一覧）　20120301
	別紙38　臨時物販施設一覧　20111102
	別紙39　業務評定　20120313-2
	様式-1　提案書様式（国営備北丘陵公園）【120202業務統合反映版】20120328
	様式-2　国営備北丘陵公園　企画書様式　20120308
	様式-3　国営備北丘陵公園　収益施設計画書（様式）20120308





