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平成 27 年度「第 1 回紫雲寺記念公園外部評価委員による事業評価会議」議事録 

 

 

会議の主旨：公園管理の透明性を確保し、多角的なご意見を取り入れた評価を行うため“外部評

価”を実施します。紫雲寺商工会・教育関係者・紫雲寺スポーツ振興会など、外部

評価委員で構成される「事業評価会議」を半期に 1 回づつ開催し、公園の管理運営

状況を客観的に検査してもらいます。内部評価や第三者による外部評価を受けるこ

とにより、毎日公園を管理していてあたり前に思っていたことが、実は改善の余地

があることなどを利用者の目線で指摘していただけ、100 人 100 通りの素晴らしい

ご意見を公園管理に反映させていきます。 

 

開催日時  平成 27 年 8 月 28 日（金） 13：30～15：30 

 

開催場所  紫雲の郷 会議室 

 

参加者   外部評価委員 ＊＊＊＊＊＊ 

             ＊＊＊＊＊＊ 

             ＊＊＊＊＊＊ 

             ＊＊＊＊＊＊ 

             ＊＊＊＊＊＊ 

      紫雲寺記念公園グループ公園スタッフ  

紫雲寺記念公園グループ  

紫雲寺記念公園グループ  

紫雲寺記念公園グループ  

 

 

会議の概要 会議の次第に則り、平成 27 年度「第 1 回紫雲寺記念公園事業評価会議」を開催した。 

紫雲寺記念公園グループ（横木所長）の平成 27 年 3 月から 8 月の事業報告、実施

状況、内部評価報告を行い、次いで外部評価委員から意見をいただきました。 

 

1．グループ挨拶 

（横木所長） ・ご多用のところ、ご出席ありがとうございます。只今から平成 27 年度 

       第 1 回紫雲寺記念公園外部評価委員による事業評価会議を開催致します。 

よろしくお願い致します。 

2．出席者ご紹介 ・自己紹介 
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3．議   題   

（＊＊） ・会議資料の説明 

・紫雲寺記念公園の管理運営方針について。 

・紫雲寺記念公園内部評価について。 

・第 18 回～第 20 回の履行確認会議の実施報告、自己評価シートの報告、

平成 27 年度前期（3 月～8 月）の内部評価について具体的な取組、実施状

況報告。 

・「平成 27 年度第 1 四半期管理運営報告」入場者数、受付件数、有料公園

施設件数、自主事業件数、利用者アンケート対応状況報告。 

（＊＊） ・外部評価委員の方より事前にいただいたチェックシートをまとめており

ますので、ご覧いただき御意見を頂戴したいと思います。 

（＊＊） ・園内の松喰い虫被害木処理（燻蒸処理）についての説明。県発注工事に

より、園内の松喰い虫被害木約 7200 本、当グループとして約 350 本、5

月末までに処理しています。 

（＊＊） ・安全、安心の確保についての夜間照明について記載がありますが、夜間

ジョギングで利用される方の安全面ということで、新発田地域振興局とも

御相談をさせていただきながら、現在はパークウェーの照明を 21 時 30 分

まで点灯しております。 

・冬期の除雪につきましては、地元業者に委託、お願いしておりますが、

藤塚浜地区の市道も行っており、公園内の除雪の時間の遅れが出る事があ

りますが、園内メイン道路のパークウェーや紫雲の郷駐車場から早期に除

雪するようにお願い、実施しております。 

（＊＊） ・紫雲の郷入口付近のパークウェーから藤塚浜地区へ抜ける細い道路の除

草をしてほしい。 

（＊＊） ・その道路は、市道部にあたり公園区域外でありますが、地元の方が利用

する公園に面する道路なので、すぐに除草を行いたいと思います。 

（＊＊） ・松喰い虫処理について、伐採燻蒸後の松が見苦しいので早めに処理でき

ないか。 

（＊＊） ・将来的には、搬出又はチップ化するということになっていますが、今の

所、日程についてはわかりません。 

（＊＊） ・燻蒸処理のビニールが剥がれていて、松が積んであるので、子どもたち

が登ったりすると危ない。 

（＊＊） ・県に要望し、早めの処理をお願いしたいと思います。 

（＊＊） ・松を伐採したところに、植栽されているようですが何を植えているので

すか。 

（＊＊） ・タブノキを植栽しています。防風林として使える木となっていますが、



3 

 

海岸からの強風に耐えれるかというところもあります。 

（＊＊） ・植栽されている中には、枯れているものもあるようです。 

（＊＊） ・国道 113 号線を車で走ってくると、今までは、松林で公園の中の様子が

わからなかったが、今は紫雲の郷の建物が見えて、目標になっていいと思

います。松を伐採して造成し、見通しが良い方がいいのでは。 

（＊＊） ・松喰い虫被害の対策として、毎年新発田市による無人ヘリコプターでの

薬剤空中散布を行っておますが、国道 113 号線から海岸側は散布している

のですが、内陸側は周辺に畑などがあり、園内も空中散布が行われていま

せん。 

（＊＊） ・海水浴場の砂が無くなっている。どうにかならないものか。港、川の関

係もあるのでしょうか。浜茶屋前のブロックまで波が来ている。 

（＊＊） ・東港の影響が大きいのでは。 

（＊＊） ・公園管理者の方から要望として、県や国、市の観光課など各関係部署に

話をしてほしいと思います。 

（＊＊） ・チューリップ広場に植栽した芝桜はとても良いと思います。今後増やし

ていくのですか。 

（＊＊） ・あの芝桜は、セーブオンのさくらプロジェクトで 2000 株寄贈していただ

いたもので、今後、他の所まで増やす予定はありませんが、しっかり管理

していきたいと思います。 

（＊＊） ・オートキャンプ場はどうでしたか。 

（＊＊） ・今年は天候に恵まれ、順調にきております。県内の利用者が約 2 割、県

外の利用者が 8 割で、福島、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川など全国か

ら利用していただいております。今年は初めて利用される方も多く、とて

もいい所ですね。夕日を見に来ました。という方もいらっしゃいました。 

（＊＊） ・今年は暑い日が続いていますが、熱中症の方はどうでしたか。 

（＊＊） ・毎日の朝礼時に作業員に、熱中症対策について小まめな水分補給、休息

を指示して実行しております。 

（＊＊） ・プール棟の寝湯、バーデプールの利用中止期間が長かったようですが。 

（＊＊） ・レジオネラ属菌の検出により、利用を中止しておりましたが、振興局担

当者と協議を重ね、最善を尽くして、最短での利用再開となりました。 

（＊＊） ・25 周年事業はどうなっていますか。 

（＊＊） ・10/17 に“ねぎっこ”のコンサートをやる予定です。 

（＊＊） ・10/17 まで、1 ヶ月半しかない、PR するにも時間がかかるので、早めに

進めた方が良いのでは、せっかくやるのに、人が集まらないのではもった

いない。 

公園でやるので、緑を使ったオブジェやアーチなどを作ってアピールして
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ほしい。 

（＊＊） ・外部評価委員も替えていった方がいいと思います。女性や紫雲寺地区以

外の市内、隣接する市や町の方、紫雲寺半分外部半分など、新しい意見が

聞ける体制を作った方が良いと思います。 

（＊＊） ・貴重な御意見、誠にありがとうございました。次回、事業評価会議の開

催を平成 28 年 2 月後半に行いたいと思いますので、よろしくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業評価会議の実施状況           事業評価会議の実施状況 
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平成 27 年度「第２回 紫雲寺記念公園 外部評価委員による事業評価会議」議事録 

 

 

会議の主旨：公園管理の透明性を確保し、多角的なご意見を取り入れた評価を行うため“外部評

価”を実施します。紫雲寺商工会・教育関係者・紫雲寺スポーツ振興会など、外部

評価委員で構成される「事業評価会議」を半期に 1 回づつ開催し、公園の管理運営

状況を客観的に検査してもらいます。内部評価や第三者による外部評価を受けるこ

とにより、毎日公園を管理していてあたり前に思っていたことが、実は改善の余地

があることなどを利用者の目線で指摘していただけ、100 人 100 通りの素晴らしい

ご意見を公園管理に反映させていきます。 

 

開催日時：平成 28 年 3 月 1 日（火） 13：30～15：30 

 

開催場所：紫雲の郷 会議室 

 

参 加 者：外部評価委員 ＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

紫雲寺記念公園グループ 公園スタッフ  

紫雲寺記念公園グループ  

紫雲寺記念公園グループ  

紫雲寺記念公園グループ  

 

会議の概要：会議の次第に則り、平成 27 年度「第２回紫雲寺記念公園事業評価会議」を開催しま

した。紫雲寺記念公園グループ（横木）より平成 27 年 9 月から平成 28 年 2 月の事

業報告、実施状況、内部評価報告を行い、次いで外部評価委員のみなさんからご意

見をいただきました。 

 

1．開会挨拶 

（横木）    ・ご多用のところ、ご出席ありがとうございます。只今から平成 27 年度 

       第 2 回紫雲寺記念公園外部評価委員による事業評価会議を開催致します。 

よろしくお願い致します。 

 

2．出席者ご紹介 ・自己紹介 
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3．議   題   

（＊＊） ・会議資料の説明 

・紫雲寺記念公園の管理運営方針について 

・紫雲寺記念公園内部評価について 

・第 21 回～第 23 回の履行確認会議の実施報告、自己評価シートの報告、平成

27 年度（平成 27 年 4 月～平成 28 年 2 月）の内部評価について具体的な取組、

実施状況報告 

 ・第１回事業評価会議のフィードバック（ご報告が必要な事項のみ） 

（ご意見） 

・紫雲の郷入口付近のパークウェーから藤塚浜地区へ抜ける細い道路の除草

をしてほしい。 

→その道路は、市道部にあたり公園区域外でありますが、地元の方が利用す

る公園に面する道路なので、すぐに除草を行いたいと思います。 

（その後の対応）  

・8 月 28 日除草作業を行いました。（管理者対応） 

 （ご意見） 

 ・松喰い虫処理について、伐採燻蒸後の松が見苦しいので早めに処理できな

いか。 

 →将来的には、搬出又はチップ化するということになっていますが、今の所、

日程についてはわかりません。 

（ご意見） 

 ・燻蒸処理のビニールが剥がれていて、松が積んであるので、子どもたちが

登ったりすると危ない。 

 →県に要望し、早めの処理をお願いしたいと思います。 

（その後の対応） 

 ・現在も県に早めの処理を要望しているところであります。（県対応） 

 （ご意見） 

 ・海水浴場の砂が無くなっている。どうにかならないものか。港、川の関係

もあるのでしょうか。浜茶屋前のブロックまで波が来ている。 

・東港の影響が大きいのでは。 

・公園管理者の方から要望として、県や国、市の観光課など各関係部署に話

をしてほしいと思います。 

（その後の対応） 

 ・公園管理区域外となりますが、海水浴場の状態は随時県に報告しておりま

す。（県対応） 

 ・続きまして外部評価委員の方より事前にいただいたチェックシートに基づい

たご意見について回答をいたします。 
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(チェックシート

からの意見) 
【公園全体について】 

・松の伐採などで、公園全体がさわがしく、落ち着きない状況でしたので、 

来年度は伐採処理等も終わらせ、楽しい公園にしてほしい。 

・松喰い虫による松の伐採により、みすぼらしい？殺風景？ 

・なにか活気がないように感じる。 

・全体的には除草等も良く行われ、良かったと思います。 

・校区内に広く整備された公園があり、多くの藤塚小学校の児童が利用させて

もらい、とてもありがたく思います。 

（＊＊） ・松喰い虫被害木につきましては、昨年度県発注工事により、園内の松喰い虫

被害木約 7200 本、当グループとして、350 本を処理しました。伐採処理の跡

地にはタブノキが補植されております。 

（＊＊） ・現在は、県発注工事によりキャンプ場裏から抵抗性松の植栽を進めておりま

す。当グループとしても抵抗性松の補植を 3 月中に行う予定でおります。 

(チェックシート

からの意見) 
【樹木等植物育成管理について】 

・施肥の不足を感じる。 

・立地の特色を出すため、紫雲寺の花（レンギョウとムクゲ）を増やす必要が

ある。 

・松の伐採が進み公園全体が少しさびしいように思われます。代替の木、花等

は早くスムーズに行ってほしい。 

・植栽計画、特に松にかわる木の植樹を！ 

・松喰い虫被害の防止策を継続してお願いします。 

（＊＊） ・施肥につきましては、樹木の生長の度合いを見て行っております。植栽につ

いては、県とも相談し、今後レンギョウやムクゲの植栽をしていきたいと思

っております。 

（＊＊） ・松喰い虫被害防止策につきましては、毎年樹幹注入作業を行っております。2

月にトリム広場周辺の松に樹幹注入を行いましたが、その他のエリアについ

ては当グループだけでは被害を防止することが出来ないことから、県に要望

しているところであります。 

(チェックシート

からの意見) 
【施設について】 

・海辺の第 1 駐車場（芝生駐車場）の管理状態がよくない。野芝を充実させ、

刈り込みを徹底する必要がある。 

・テニスコート側のトイレが洋式に替って大変良いと思います。利用する小さ

な子供さんも安心して利用することができると思います。できれば公園全部

のトイレも変更して下さい。 

（＊＊） ・第 1 駐車場の芝生地は海水浴シーズンの利用となっており、現在松塚漁港と

の連絡用道路が整備されております。今後の管理作業につきまして十分注意

してまいります。また、トイレの洋式化につきましても、県発注工事で第 1、



4 

 

第 3 駐車場トイレ、トリム広場トイレ、サニタリートイレにて整備されてお

り、今後もチューリップ広場トイレ、愛鳥センター脇トイレについて洋式ト

イレの更新工事が行われる予定です。 

(チェックシート

からの意見) 
【清掃について】 

・利用者のマナーにもよるのですが、雪解けが始まると犬のフンが目立ちます。

散歩する人がよけて通っていました。利用者のマナーに注意を。 

・須貝医院前からの国道までの車道の落葉・枯れ木が目につく、清掃を。 

・歩道の清掃に心掛けてほしい。 

（＊＊） ・園内の清掃に努めます。犬のフンのついては、利用者への注意喚起を行い、

マナー向上に努めてまいります。 

・パークウェー、遊歩道清掃につきましては、今以上に注意を払い、清掃に努

めてまいります。 

(チェックシート

からの意見) 
【安全・安心の確保について】 

・外灯がまばらに点灯され、夜間の安全が心配である。 

・冬期の除雪が不十分なような気がする。 

・今年は昨年ほど雪による枝折れが少ない状況ですが、少し見られますので注

意して下さい。 

・巡回の徹底を！来園者にとって係員の姿が見える事は、安心に繋がる。作業

するにも分散しての作業を計画したら？（草取りや清掃） 

（＊＊） ・除雪につきましては、除雪計画に基づき作業を行っております。パークウェ

ーや紫雲の郷駐車場の除雪は地元建設業者に委託しており、誘導員を配置し

今まで無事故で作業を行っております。また、トイレ施設廻りやパークウェ

ー遊歩道は当グループで行っており、来園者の通行に支障がでないように、

これまで以上の除雪作業を行ってまいります。 

（＊＊） ・今まで、震災後の節電対策として外灯を 2 本おきに点灯してきましたが、夜

間のジョギンク利用者、散歩利用者がいる事から、県と協議して昨年から 1

本おきに点灯し改善しました。 

(チェックシート

からの意見) 
【環境への配慮について】 

・公園管理に再生可能エネルギーの活用を積極的に図るべきである。（風力・太

陽光） 

・松喰い虫防除対策を徹底して行う必要がある。（防風・防砂・塩害防止） 

（＊＊） ・再生可能エネルギーの活用につきましては、検討しましたが現在のところ実

施計画はございません。 

（＊＊） ・松喰い虫の被害木はまだありますか。 

（＊＊） ・2 月 23 日に松喰い虫被害木調査を行い、園内で約 900 本の被害木確認してい

ます。そのうち昨年 12 月末までに当グループでオートキャンプ場裏の約 450

本の被害木を伐倒し、現在炭役処理を行っています。残りの約 450 本につき
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ましては、県にお願いして 5 月末までに処理していただける予定となってい

ます。 

(チェックシート

からの意見) 
【地域・住民及び行政機関との連携について】 

・新発田市との連携が弱いように感じる。（市報の活用） 

・胎内市、聖籠町の連携も考慮した方がいい。（市・町報の活用） 

・周年事業の実施時、公園単独で行った感が強い。事前計画段階から地域もま

きこんで欲しかった。 

・遠足の時に噴水の水を出していただき、子どもたちも喜んでいて、感謝して

いる。 

（＊＊） ・これまで以上に新発田市や近隣市町との連携を深めていきます。 

・25 周年記念事業につきましては、ご指摘いただいた通り、もっと多くの地域

の方々と連携をして深めていければ良かったと反省しております。 

・今年度も多くの保育園、幼稚園、小学校などの遠足や校外学習で、多くの子

どもたちに利用していただき感謝しております。 

(チェックシート

からの意見) 
【利用促進について】 

・新発田市内の全自治会長を手はじめに、㈱紫雲寺記念館と連携して招待し、

温泉・プール等へ案内しながら、PR してはどうか。 

（＊＊） ・今後これまで以上に PR 活動に励んでいきます。 

(チェックシート

からの意見) 
【広報について】 

・情報発信の充実を感じる。 

・FM しばた、FM 新潟との連携強化を図った方がよい。 

（＊＊） ・FM しばたさんより、チューリップ広場での中継で公園情報を放送していただ

いたり、周年事業の際にはステージイベントで FM しばたの公開生放送を行

ったりして、連携してきました。平成 28 年度も多くの情報発信に努めてまい

ります。 

(チェックシート

からの意見) 
【有料公園施設について】 

・レジオネラ属菌によるプールの閉館期間の回復処置（利用期間の延長）は、

評判がよかった。 

・利用促進のため、空き情報を積極的に発信した方がよい。 

・テニスコートの夜間照明がほしい。 

・サッカー場の芝をもう少しなんとかしてほしい。（人工芝化はとの声も） 

・体育館の照明をもっと明るくしてほしい。 

・多目的グラウンドが芝の養生の為、使用できない期間が多いと聞く。芝への

費用や管理費用に費用対効果を期待して人工芝の導入が検討できないか？ 

（＊＊） ・各関係各位のご尽力によりまして、レジオネラ属菌によるプールの清掃がス

ムーズに行われた事により、閉館期間の回復処理が早く終了する事が出来ま

した。皆様のご協力に感謝申し上げます。 
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・オートキャンプ場など、現在も公園ホームページ等で空き情報をご紹介して

おりますが、今後もこまめな情報発信に努めてまいります。 

・テニスコート夜間照明、体育館照明、多目的運動広場人工芝化につきまして

は、県に要望があったことを報告いたします。 

（＊＊） ・多目的運動広場の芝については、人工芝に改修してほしいと㈱紫雲寺記念館

さんからもご意見があがっていますが、人工芝化は工事費が高く簡単に予算

がつかない事でもあります。要望というかたちで県には報告しています。 

（＊＊） ・テニスコートの夜間照明、サッカー場にも照明をお願いしたい。施設を利用

している市や各スポーツ協会、サッカー団体などもまきこんで要望してみて

はよいのでは。 

(チェックシート

からの意見) 
【自主事業について】 

・地元自治体（新発田市・胎内市・聖籠町）との連携を強化し、共催事業を積

極的に企画してみては？ 

・敬和学園大学、県立大学との共催事業も考慮した方がよい。（学生のアイデ

ア募集）  

・10 月の２５周年記念イベントはどんな状況でしたか？“ねぎっこ”のコンサ

ートなど来園者の反応は？好評であればこれからの事業に反映して下さい。 

（＊＊） ・地元自治体や大学との共催事業につきましては、連携可能な企画について検

討いたします。来年度はこれまで以上に連携していきたいと思っております。 

・県立紫雲寺記念公園内において、本格的なプロ歌手によるステージイベント

でありましたので、大きな不安を抱いての実施でありましたが、地域の皆様

のご尽力、ご理解により、大盛会の中、事故も無く無事に終える事が出来ま

した。誠にありがとうございました。入場者数は延べ 860 名程でした。駐車

場などがもっと広く確保出来れば、もっともっと多くの方々が来場出来たの

ではないかと思われます。開催場所、開催日程など、今後の課題が多く出て

まいりましたが、県立の公園にネギッコが来てくれてコンサートをしてもら

えた事に、とてもよかったと言うお言葉を数多く頂きました。 

(チェックシート

からの意見) 
【来園者アップのためのイベントについて御記入をお願いします】 

・母子の集い。（多目的運動広場を活用） 

・大アドバルーンの常設でイベント案内。 

・オートキャンプ場を利用している人が話していました。キレイな夕日を見な

がらコンサートでも行ったらもっと多くの人が利用すると思いますと！ 

（＊＊） ・いただいたご意見を参考に今後のイベントに役立てていきます。 

(チェックシート

からの意見) 
【その他】 

・ドッグランは評判がよい。 

・オートキャンプ場のそばに、業者による太陽光が設置された。公園＝自然環

境（保全）がくずれかけている。管理者として県・行政との連絡はできてい
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るのか？ 

（＊＊） ・太陽光の設置場所は公園管理区域外のため、公園管理者としては特に申し上

げておりません。 

（＊＊） ・公園外ではあるが、太陽光が設置されたことにより、自然環境がくずれる様

に思われる。落堀川、加治川を含めた、自然豊かな景観を活かした公園づく

りをしてほしい。公園が出来て何年も経ったわけですから、管理者の目から

見た新たな公園を作り上げてほしいと思います。 

・松の伐採により、国道側から紫雲の郷の屋根が見えるようになったので、逆

にうまく利用して、公園に引き込むことができないか。松塚漁港とのタイア

ップなど。 

（＊＊） ・松を切って風通しがよくなった。キャンプ場裏には遊歩道があるが、紫雲の

郷側の松林にも散策できるような遊歩道ができるといい。こもれび広場とつ

ながる距離の長いコースもできるのでは。チップを利用してもいい。愛鳥セ

ンター探鳥路も合わせたクロスカントリーコースを作ったらどうか。加治川

のジョギング大会もあるので、そういった大会も公園内でできればよいので

は。 

（＊＊） ・園内マップやウォーキングマップを拡充して、市スポーツ振興課と連携を取

って展開したら国道から歩道が見えて、人が利用しているのが見えると、公

園側に入ってくる人も増えるのでは。 

（＊＊） ・県の植物園の遊歩道が、2 月の雪の日でも除雪されていて、人が歩いているの

が見えた。 

（＊＊） ・遊歩道の除雪については、除雪機を入れるパークウェーの遊歩道のみの除雪

となっています。散策路や探鳥路は除雪機械が入る事が出来ない為、除雪は

現在行っていません。 

（＊＊） ・貴重な御意見、誠にありがとうございました。次回、事業評価会議の開催を

平成 28年 8月後半に行いたいと思いますので、何卒よろしくお願い致します。 
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