
1 

第五期県立都市公園管理運営検討委員会第２回委員会 

 

１ 日時 

  令和２年２月 13日（木）13時 30分から 16時 10分まで 

 

２ 場所 

  盛岡市勤労福祉会館 ４階 401、402会議室 

 

３ 出席委員 

  内田尚宏、吉田基、工藤健人、林晶子、佐藤さよ子、大坊章 

 

４ 議事 

 ○ 会議の公開 

   本日の会議の公開の可否について委員会に諮った結果、公開することに決定 

 

 （１）令和元年度県立都市公園の管理運営状況について 

 

   ① 岩手県立御所湖広域公園 

 

   ② 岩手県立花巻広域公園 

 

   ③ 内丸緑地 

 

 （２）その他 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議事（１）令和元年度県立都市公園の管理運営状況について 

 

① 岩手県立御所湖広域公園 

 

○ 指定管理者 ＫＯＩＷＡＩから資料により説明 

 

委員長 

   ありがとうございました。ただいまの説明に対して、委員の皆さんから御質問、御意

見をお願いします。 

 

委員５ 

  獣害が非常に増えてきているということですが、植えた植物に対する獣害はどうでし
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ょうか。かなり酷いのではないのでしょうか。 

 

指定管理者 

   公園内で植えている植物に対しては、今のところ獣害被害はありません。ただし、昔

から生えているヤマユリの根（鱗茎）が食べられてしまうことや、周辺では獣害被害が

発生しているので心配です。 

 

委員５ 

   獣害を逆手にとる考え方かもしれませんが、植物を見るところとしては非常に優れて

いる場所だと思いますので、動物を見るということは公園内であり得るのでしょうか。

蛍を見ることができていい場所だと思うが、フィールドサイン調査のような動物たちの

残したサインを観察するとか、猛禽類等の観察といったイベントやサービスの提供をや

っているのか、あるいは今後あり得るのかについて教えていただきたいです。 

 

指定管理者 

   公園での取組としては、11月に野鳥の観察会をしています。また、秋と春に虫の観察

会を行っています。7 月には水辺の川の生き物などの観察会を行っています。今年は子

供たちがアオダイショウを触って大騒ぎしていました。動物や虫、特に虫の観察会は非

常に人気があります。そういった場合、矢櫃地区水辺園地が一番自然に接しやすいとい

うことで観察には良い場所だと思っています。 

 

委員５ 

   哺乳類についてはどうでしょうか。 

 

指定管理者 

   御所湖周辺には、イノシシやクマ、ニホンジカ等が生息しています。クマについては、

だんだん人間に慣れてきていますので、その対策としてフェンスの設置や接触しないよ

うに草刈りを行い、動物にも人間の方を認知してもらうという取組を行っています。ク

マは朝早く乗り物広場を歩いていたり、日中にはファミリーランドの川沿いを歩いてい

たりというようなことがあり、なるべくお互いに認識し合うような状況を作らないと危

ないと思っています。 

 

委員４ 

   いつもとてもきめ細かな活動をしていただいて、お客さんにも広報をしていただき、

ありがとうございます。私は御所湖広域公園ができた昭和 58年からずっと公園と親しく

していますが、やはり年数の経過とともに、いろいろなものが老朽化しているので、本

当に御苦労が絶えないなと思います。しかも、まだ新しいふわふわドームでも事故があ

ったりすると、すごく気を使いながら運営されているのだと感じます。遊具というのは
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やはり必要なものなのか、ある程度のところで老朽化したものは撤去した方がいいので

はないか、これからそういう判断も必要になるかと思います。その代わり町場地区園地

やファミリーランドの花を重点的に整備していくということも、一つの方向性なのかな

という気もしております。特に町場地区園地の写真はいつも美しく、季節の花が岩手山

と相まって素晴らしい景色ですので、もっとたくさんの人に来ていただきたいと思いま

す。 

前回もお話ししましたが、繋地区には外国人観光客が増えています。今年は新型コロ

ナウイルスの関係でどうなるかわかりませんが、岩手県の場合は中国ではなく台湾から

の観光客がほとんどで、その台湾の方たちが来るのは大きな旅館です。そちらの方にも

っと働きかけて、台湾へのプロモーションの際に御所湖広域公園の花について PRすれば、

ツアーに組み込んでいただけるかもしれません。そうすれば、ファミリーランドや町場

地区園地を訪れ、そしてインスタ映えすると、もっとたくさんのお客さんが来てくれる

と思います。そういった花にもっと力を入れていって集客に結びつけていただければい

いかなと思います。 

 

委員長 

   利用のされ方が変わってきている感じですね。アクティビティ、体験型から景観へと

いいますか、見るような利用のされ方に変わってきていると感じます。特に御所湖広域

公園は、先ほどもお話にありましたが、花のイメージが非常に強いです。マスコミもそ

のように取り上げているように感じます。そういう意味で、委員４からお話がありまし

たが、老朽化した遊具について実際に管理していて利用度や効果がどうなのか考える必

要があると思います。あとは、ふわふわドームはどう管理しても非常に制約をかけない

と捻挫したり、けがなどをしてしまう遊具でありますので、その管理のために費やして

いる人件費や時間は多いと思います。危機管理など大変なところがあれば教えていただ

きたいです。 

   

指定管理者 

   今までの古い遊具に関しては県に働きかけて撤去しています。例えばファミリーラ 

ンドの木製のアスレチック遊具については、多少修理をしながら使っていましたが、や

はり木製は腐ると危ないということで、次の遊具を待たずに撤去させていただきました。

またサッカー場の脇にターザンロープがあったのですが、管理地として遠く、管理人の

目が届かない場所でもあり、古い遊具であったことから、やはり危ないということで、

それも撤去してもらいました。しかし、柱が残っていて、その柱で遊ぶ子供もいたため、

危険であると判断し、柱も工事のときに基礎から取ってもらうということもしました。 

   今シーズンの遊具については、ふわふわドームの管理は非常に苦労しました。隣の遊

具と直接行ったり来たりできる形となっておりまして、それが注意書きを見ないで遊ん

でしまうという原因の一つと判断し、隣の遊具と直行できないようにネットやベンチ等

で柵を作るなどし、事故が発生しにくいシステムにしました。ただし、ふわふわドーム
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に関してはいくら人をつけても事故をすっかり無くすことはできないと思っています。

まだまだどうすればいいのか考えているところです。 

 

委員長 

   そうだと思います。注意喚起のアナウンスをするようになったとのことですが、その

効果は感じますか。 

 

指定管理者 

   監視カメラから見ていて、以前は危ない遊び方をしていれば、放送で注意していまし

たが、その放送が聞こえませんでしたという方が多かったです。今は、自動で「小さい

子は気を付けてふわふわドームで遊んで下さい」とアナウンスすることで、多少は効果

が出てきたと感じています。 

   放送でアナウンスしても、周りのバーベキューしている人たちにはよく聞こえている

のですが、ふわふわドーム周辺では、飛び跳ねることでドンドン音がするので聞こえな

いみたいです。聞こえませんでしたと言われることもあります。それでもやはり危ない

遊び方をする人はいますので、その辺が難しいです。小さい子供用の遊具を三つほど新

しくしてもらい、結構使われるようになりました。それまでは小さい子供用の遊具が無

いので、父兄も子供たちと一緒になってふわふわドームで跳ねて遊ぶこともあり、注意

をしたこともありましたが、今はだいぶ減りました。 

 

委員長 

   難しいですよね。遊んでいる中で、施設の人からいろいろ注意を受けたり、あれしち

ゃ駄目、これしちゃ駄目という中で楽しくというのもどうなのかと思いますね。かとい

って日本の場合は自分で遊んでいて怪我をしても管理者に責任を求めるというのは結構

あったりします。利用者にはやはり人気が高いのでしょうから、特に親子連れを考える

と難しいですね。 

 

委員２ 

    数字的に見れば本当に利用者数が減っていませんね。継続して利用者が減らないよ

うに努力しているということだと思いますが、どのような努力をしているのでしょう

か。花が新聞に掲載されましたが、新聞とかいろいろ出たときに利用者が増えるので

しょうか。 

 

指定管理者 

   効果があるのは新聞に載ったときです。その時には公園にたくさんの来園者がありま

す。春の水芭蕉に始まって、菜の花になって、ラベンダーが咲いて、夏の向日葵、キバ

ナコスモスのように、目玉となるものを作っていけばいいのかなと考えております。や

はりこの公園を知ってもらうためには、花は非常に効果が大きいと考えます。 
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委員２ 

   そうですね。利用者数が落ちていないといのは、相当いろいろと努力しながらやって

いるのだと感心しました。 

 

委員長 

   季節ごとで魅力が変わるというのはいいですね。あれは本当に見事だと思いますね。 

 

委員１ 

  昨年の委員からの意見等にもお答えをいただき、コンセプトの課題を明確にされて非

常に素晴らしい取組をしていると本当に敬服します。先ほどの話の中から気づいたこと

をお話しさせていただきます。 

   老朽化問題は大変難しい問題です。対処療法でやっているのも大きいかと思いますが、

遊具なり施設の入れ替えなり、修繕なり、優先順位なりというのを県とやり取りして計

画的に行っているのか、その場の流行で先ほどのふわふわドームなどが入ってきている

のか、どのような運営をしているのか一つ聞きたいです。ふわふわドームについて周り

の知り合いにも聞いてみましたが、非常に人気のある遊具ですので、子供が遊ぶこと自

体楽しいのは分かりますが、大人の方が入れ込んでいるケースもあるようです。子供を

バウンドさせて、空を飛んでいるかのようなインスタ映えの写真を大人が無理やり撮ら

せているという話もあるようです。委員４が言ったように、他にも美しい景色がたくさ

んありますので、上手く使って、遊具を使わなくてもインスタ映えするようなエリアを

どんどん公園側から提案していってほしいと思います。 

 もう一点は、委員５からのお話にもありましたが、温暖化の影響で全国的に害虫、特

にスズメバチ問題はクローズアップされています。報告書にもスズメバチという単語が

何個も出てきていました。スズメバチの被害がないとは思えませんが、公園側に苦情と

いうか被害例というのはありますか。公園側に訴えられても困ることではありますが、

そういうリスクにも備えないといけないと思います。駆除の仕方は難しいと思いますが、

あまりにも広域なので、課題だなと思います。 

 あと２つほど質問させていただきます。委員２がおっしゃった集客のための努力が非

常に素晴らしいと思います。素晴らしい取組、それが最初だと思います。次いで、メデ

ィアに取り上げられたということが非常に大きいです。それの広告効果でというのが見

逃せないポイントで、どうやったら取材に来てもらえるかなどを教えていただきたいで

す。上手く日頃からメディアとの付き合いがあるのであれば、他の公園さんにも参考に

なると思います。お金を掛けてパブリシティ以外にも広報することで集客が可能だとい

うことであれば、県にも相談して、もっと認知度を上げていこうという、普通のやり方

ですが集客を図るというのが可能かと思いました。 

     最後に一点、委員４のお話にもありましたが、盛岡市は観光地ではありますが、目立

った観光スポットが多いわけではないと感じています。その中で御所湖というのは非常

に盛岡市にとっては重要な観光資源であると思っています。四つの S をコンセプトに掲
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げていますが、サイトにシーイングを付ければいいと思います。観光というのがコンセ

プトに入っていないわけではないと思いますが、もっと明確にして、コンセプトに入れ

ていただければ、もっと素晴らしい広がりができて、外国人の方が今よりも、もう少し

増えていく可能性もあると思います。 

 

指定管理者 

   いろいろ御質問がありましたが、まず公園に来る外国の方が思ったより少ないのでは

ないかということですが、アジア系の来園者が多いため、実際に対応しないと分からな

いということがあります。そうすると、乗り物広場にある乗り物に乗るときしか外国の

方かどうか判断できませんので、必然的に他の園地よりも乗り物広場に外国の方が多く

来ているという結果になります。また町場地区園地ではツアーで来られたので、外国の

方が来たというのが分かったという感じです。広告につきましては、新聞に写真が掲載

されると効果があります。公園の季節の情報を提供して、それに見合う景色を提供すれ

ばどんどんリピーターが増えていくと感じています。実際に、花を見に来られたお客様

の中には、今年もこの頃だなと思って見に来たとおっしゃっていた方もおりました。そ

こを上手くやっていけば、また口コミも含めていいのかなと思っています。インスタ映

えというのもありますので、そういった提案というのも、もっとやっていくといいのか

なと思います。 

   スズメバチの件ですが、よく巣が作られる付近に、春先に女王蜂を狙ったトラップを

付けて駆除しています。ただ今年は、乗り物広場と町場地区園地のブルーベリーに目を

つけられたようで、今まではスズメバチが来ることはなかったのですが、ブルーベリー

にみんな来てしまってということがあって対応に苦慮しました。今まではなかったので、

そこのところは今後、試行錯誤しながら対応していきたいと思っています。幸いスズメ

バチに刺されたという利用者はいませんでしたが、一度、小さい子が刺されたというこ

とで病院を紹介したことはあります。それはスズメバチではなかったようです。ブルー

ベリーと複合遊具に、何故か今年は、やたらとスズメバチが飛び交いまして、これには

蚊取り線香の強力なもの（森林香）を置いて寄らないようにしました。何で寄ってきた

のか分からないのですが、来年はその辺のところを注意していきたいと思っています。 

   遊具の更新については県と相談しながら進めていっております。このローラー滑り台

は乗り物広場では一番人気ですが、五月に壊れた時はちょうど子供の日の朝に発見され

たので子供たちにはかわいそうなことをしてしまったと感じています。これを見積りし

てもらいましたが、何千万円するという状況で簡単には更新してもらえないため、更新

までどうしようかということで困っているところです。また、古い遊具なので部品はも

う作られていないため、新たに作ってもらうにしてもある程度の単位が欲しいというこ

とで高くなるし、作ってもらってもかなり老朽化しているので、遊具自体が変形してお

り、それに合わせて作らなければならないということでなかなか扱いが難しいと感じて

います。 
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委員４ 

     管理運営状況評価シートの４ページ一番下のところに歩道が途切れる区間があり、危

ないとの指摘が以前からありましたが、やはり御所湖を一周できる歩道があれば本当に

みんな安心してサイクリングもできるし、ウォーキングもできるし、ジョギングもでき

ると思います。これは以前からの課題ですが、なんとかその辺が実施されればいいなと

思っています。 

先ほどの花の件ですが、町場地区園地の一年間の美しい花をデータとして、DVD など

を作っていただいて大きな旅館に持っていけば、おそらく台湾やタイでプロモーション

をやっていただけるのではないかと思います。東南アジアの方たちは四季があるという

のをとても羨ましいと思っておりますので、桜から紅葉までのいろいろな花の一年間の

移り変わりというものを見せると、おそらく、お客さんが喜んで来てくれるかと思って

おりました。 

 

委員長 

    そうですね。特に旅館はそういったお客さんが何を喜ぶかというのを分かっていると思

います。 

    御所湖の周りを回れるようにと、これは本当に以前から話題になっていましたね。 

    先ほど広報について新聞にそういった情報を出すと言っていましたけど、あれは投げ込

みでやるのですか。それとも個人的に知っている記者さんに言うのですか。 

 

指定管理者 

   メールで各社のインフォメーション（投げ込み窓口）のようなところに流します。 

 

委員長 

   利用を進めるにはそういった報道機関との連携がすごく大事なのかもしれませんね。

選ぶのは向こうですからね。 

 

指定管理者 

やはり一度取材に来てくれると、この季節にはこの花・この風景という形で、何回も報

道の方もリピーターみたいに来て下さるので有り難いなと思います。 

 

委員長 

それでは、ＫＯＩＷＡＩの皆様、どうもありがとうございました。本日の議論を参考

に来年度も引き続き御所湖広域公園のより良い管理に取り組まれるよう、よろしくお願

いいたします。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

② 岩手県立花巻広域公園 

 

○ 指定管理者 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団から資料により説明 

 

委員長 

   ありがとうございました。ただいまの説明に対して、委員の皆さんから御質問、御意

見をお願いします。 

 

委員５ 

     非常にいろいろな取組をされていて面白そうだなと思うところがたくさんありました。

学生さんやファミリー層に向けてというイベントが多いようですが、今後、北上・金ケ

崎にいろいろな工場が大規模に誘致され、独身の若い男性や女性がたくさん県南の方に

集まるのではないかと思われますので、そのようなシングル層に向けた誘致などもいい

のではと思いました。「ゴルフやってみませんか」「工場に来て一人で過ごしているくら

いならゴルフどうでしょうか」などの営業もいいのではないでしょうか。参考にして下

さい。 

 

指定管理者 

   ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただきます。 

 

委員２ 

   やはり利用人数が減ってきているということでファミリー層だけではなく、先ほどお

っしゃっていた若い女性やお母さん方を呼び込むためにはガーデニングが必要かなと思

っています。ただ私も力不足でただ草を取ることと花を植えることしかできませんが、

やはりお金をかけてちゃんと庭を提案できる人に委託できるといいと思います。やはり

四季の花を見る人がすごく多いと思いますので、ファミリーや子供ばかりではなく、そ

ういう層ももっと呼び込めたらいいと思います。桜の木はありますが、公園内にまばら

になっているので、どこで花見ができるのかと思ってしまいます。桜の木は私も昔、植

えていますが、なかなかうまくいっていないと感じています。カキツバタもありますが、

歩いてずっと行かないと見られない場所にあります。だからもう少し中心部に花が見ら

れる、花壇等が一つあればいいと思います。私は草取りや管理はしていますが、花壇の

整備まではなかなかできていません。円形花壇をやっていますが、肥料も少なくて花が

良くなっていないです。しかし肥料を買ってくるとお金が掛かってしまい、花を買って

くるので精一杯ですので、もう少し肥料を入れていただければいいかなと思います。そ

れから入ってきてすぐ左側の駐車場のところの花壇にもあまり植物がありませんでした

ので、私が持って行った木を植えましたが、そこも全然綺麗にできていないと感じてい

ます。中心部のところに花壇等があればいいと思いますので、ガーデニングを行って、
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イベントのときだけではなく、普段のときに来園してくれる人が多くなるのではないか

と私は思います。 

 

指定管理者 

   いつも管理いただいてありがとうございます。当公園もたぶん山を削ったところなの

で、なかなか肥料分がないところで非常にガーデニングの難しさもありますが、その辺

を専門の方に見ていただきながら検討したいと思います。 

 

委員長 

   花で利用者数を増やしている団体がありますから、そこに相談するのもいいのではな

いかと思います。ただスポーツの広域公園的な位置づけの場所だと思うので、その花壇

を増やしていくということは別に問題はないですか。だいたいできる、いいですよ、と

なれば進められるものですか。 

 

指定管理者 

   建物の近くには花壇もありますが、委員２がおっしゃるとおり中心部の動線近くには

あまりないです。 

 

委員長 

   それは管内の管理的な範囲でやろうと思えばできるでしょうか。肥料などの問題さえ

解決すればできるのですか。 

 

指定管理者 

   できると思います。 

 

委員長 

   であれば、検討していただければいいのかなと思います。 

 

委員３ 

   本当に御苦労様でございます。先ほど公園にテントを張ってはならないとありました

が、先ほど（スライドでは）テントが張ってありましたが、泊りではなく日帰りですか。 

 

指定管理者 

   日帰りです。遊ぶときだけテントを張っている形です。 

 

委員３ 

   泊まってないですね。直接火も焚いてないですよね。 

 



10 

指定管理者 

   火も焚いていません。 

 

委員３ 

   自然観察会の企画は、対象は大人ですか、子供ですか。 

 

指定管理者 

   どちらでも。一緒に参加している方々もいらっしゃいます。 

 

委員３ 

   私も昔は自然観察会をやっていましたが辞めました。何故かというと、ここは山野草

の宝庫です。自然観察会に参加する方はそれを目的に参加する人もいます。平塚のキャ

ンプ場には少なからず盗掘の被害がありました。有名な雪割草も施設内にたくさん生え

ていましたが、一部、全滅した場所もあります。ほとんどプロに近い人も盗るようにな

ってきたのでだいぶ減っています。できれば自然観察会は子供だけとか対象にしてほし

いです。大人が参加すると花を盗っていく人もいるのでぜひお願いします。そこだけが

心配です。 

   それから先ほどのクマの話ですけど、昔はゴルフ場に結構来ていました。最近はどう

でしょうか。 

 

指定管理者 

   去年は一回だけゴルフのプレーされる方から目撃情報がありましたけど、それ以外は

なかったです。あとは沢沿いに下っているとは聞きました。 

 

委員３ 

   クマの通る道は決まっています。前にも言ったことがあるかもしれませんが、居るク

マは怖くない。出るクマが怖い。クマも興奮していますので。居るクマは自分のエリア

ですので歩くコースは決まっています。キャンプ場でもみんな心配しますが、通る道が

ありますので、そっちに行かなければ大丈夫ですと伝えています。クマに関しては、草

の刈払いなどで見通しを良くすれば効果があります。最近はイノシシがキャンプ場に来

ていまして、まだ被害はありませんがどんどん増えているようです。また、これも今は

被害がありませんが、ニホンジカも増えてきているようです。これらの動物についても

考えていかないといけません。クマに関しては、盛岡の動物公園から動物を借りて、公

園内でイベントをやっているのは非常に良いことだと思います。動物がいることによっ

てクマも出てこないので、あのようなイベントは大いにやってほしいと私は思います。 

 

委員長 

   確かに希少種の盗掘は問題ですね。これはこの公園でも確認されていますか。 
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指定管理者 

      今のところはあまりないと考えています。 

 

委員長 

   自然観察会の開催にあたり指導者はどのような方ですか。 

 

指定管理者 

   北上市内の個人の方にお願いしています。 

 

委員長 

   個人でやっている方ですか。委員３のエリアでそういった方たちとの関係はどうでし

ょうか。 

 

委員３ 

   自然観察の指導者はいますし、私も入っています。野鳥の会は職員がやっています。 

   ただの一般的な花を見せるならいいですが、初めから野草の宝庫だと分かって来てい

る人もいるのがちょっと心配ですね。 

 

指定管理者 

   公園でやっている自然観察会につきましては、子供が隊長になって、親御さんもそれ

に一緒になってついて歩いて回ります。私も一緒にその観察会に参加しておりましたが、

ねじり花のように公園内のすぐ近くで見ることができる珍しい花を、子供たちにこんな

ところにも綺麗な花があるということを紹介することをメインに観察会を行っています。 

 

委員長 

   確かに希少種はあまり自然観察会には向かないかなと思います。どこにありますとか

案内図に書いたりするとすぐ盗掘されたりします。特にこれは管理地の中の話ですから

気をつけて進めていただければと思います。 

 

委員１ 

   御説明ありがとうございました。ゴルフ場を最大のコンテンツとするスポーツ振興が

メインの公園となっていますね。スポーツ振興事業団さんが運営されているということ

もあるかもしれませんが、委員２がおっしゃったようなガーデニングで来園者を増やす

というようなお話に組織として力がいかないような状況になってしまっている可能性が

あるのではないでしょうか。自然植物や花にもう少し方針を変えてみてはいかがでしょ

うか。御所湖と比べれば明らかなので、やった方がいいと思ったらそのように方針を打

ち出していただきたいです。特に今の盗掘の話は非常に難しいと思いますが考えていた

だきたいです。昨年度、公園の視察にお邪魔したとき、遊歩道の整備が課題だと聞いた
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ような気がしますけど、全く報告がなかったので活用策を悩んでいるとは思いますが、

自然との関わり方をちょっと考えていただきたいと改めてお願いしたいと思います。 

   御所湖と比較して申し訳ないですが、管理上、平日・休日という発想はありますか。

運営上そういう管理の仕方をされているのか、特にあまり平日・休日関係ないのか教え

ていただきたいです。 

 

指定管理者 

    基本的には土日の来園者が多いので、土日のお客様がいるときの運営は重要だと考え

ています。 

 

委員１ 

    おっしゃるとおりだと思います。平日と休日で課題設定が重要ですので、平日に集客

が少ないのを御所湖では課題設定としてどうして行くかを検討されています。どこでも

公園はそうですが、天候が非常に恵まれないときがあります。特に台風が来てしまうと

仕方がありません。雨の日が課題ということであれば、管理運営状況評価シートの方に、

雨の日のためにホールを作ってくれという要望が記載されています。ホールを作るのは

難しいと回答したようですが、できないと回答して終わりではなく、雨の日にどうやっ

て集客するかという企画を検討することも必要だと思います。どんどん工夫していただ

いて諦めないでほしいです。平日の集客が無いから土日頑張るというのでも良いでしょ

うけども、休日だけで来園者数が伸びていくというのは難しいのではないでしょうか。

休日は十分いらしてるとは思いますので、御所湖の例を参考に平日の来園者を伸ばして

いく課題設定もあろうかと思います。 

 

委員長 

    天候に左右されているという状況は以前から話は出ていました。その中で運動広場の

利用者が増えていますよね。運動広場が伸びている理由は何ですか。自主事業のイベン

トとかですか。 

 

指定管理者 

    グラウンドゴルフがシニア層に人気がありまして、そちらの利用が増えたことによる

ものです。 

 

委員長 

    スポーツのニーズが変わってきたということですかね。データで前年度の比較という

のがありますが、どういう推移をしてきているのか知りたいです。以前あったように思

いますけど、どういうことがあってどう増えているか、減っているかというのが検証す

るにはそういう資料があるといいなと思いました。 

以前はアンケートも取っていて、それをもとに、そのような意見であればこのように
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改善すればいいのではないかというように委員からも助言することができましたが、今

回はそのようなアンケートはないのでしょうか。 

 

指定管理者 

   アンケートはある程度取っています。その結果を利用者数と利用満足度という形で報

告書に反映させています。満足度という項目がありまして、アンケートの結果による満

足度を示しています。アンケートの結果で、満足・やや満足・普通・やや不満・不満と

五段階になっていて、満足とやや満足を足したものが 88パーセント（ゴルフ場）となっ

ています。そういった形で数字としては把握していますが、今年は 30人ほどしかアンケ

ートを取っていませんでしたので、結果にばらつきがでてしまいました。 

 

委員長 

   集約した数字ではなくて、アンケートにある意見が私たちにとっては非常に参考とな

っていましたので聞いてみました。 

 

委員２ 

   去年はトイレが水洗になって喜んでいます。 

 

委員長 

   そうですか。トイレが綺麗というのは大事ですね。 

   他によろしいですか。では、ありがとうございました。花巻広域公園の指定管理者で

あります公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団の皆様、ありがとうございました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

③ 内丸緑地 

 

○ 指定管理者 特定非営利活動法人緑の相談室から資料により説明 

 

委員長 

   ありがとうございました。ただいまの説明に対して、委員の皆さんから御質問、御意

見をお願いします。 

 

委員４ 

   先日、盛岡市の方の「お城を中心とした街づくり懇話会」という会議に出席したとき

に、内丸緑地と城跡というのを一体化して一つの美しい公園としてたくさんの人に喜ん

でもらったほうがいいのではないかという意見が出ました。鶴が池・亀が池というのも

もう少し有効利用していくべきだという意見もありました。まあ難しい話だとは思いま

すが、中津川の取水をちょっとやって池の浄化をしたほうがいいのではないか、それか
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ら石垣が崩れているのも早く直さなければならないなどの意見もありました。それから

今写真がありましたように美しい桜が咲きますので、その辺も一体化して内丸緑地と桜

山のあたりをもっと盛岡の人の誇りとして整えていったほうがいいのではないか、とい

う意見もありましたので御報告させていただきます。 

   それから同じ会議で話題に出たのが煙草でございました。やっと禁煙ということにな

ったのですが、その代わりに煙草を吸う方たちが今、桜山神社の鳥居の方に行って煙草

を吸っているようです。東京オリンピックがある年に盛岡の市民が、県庁からおそらく

出ていった人だろうという話がありましたが、その方たちがあまりにも意識が低いので

はないかという指摘がありました。できれば県庁の敷地内に一つ喫煙の場所を作るとか、

そうしなければ盛岡の町はちょっと意識が低い町になってしまうのではないか、そのよ

うな意見もありました。 

 

指定管理者 

   喫煙について少しだけコメントさせていただきます。委員４の話にもありましたよう

に、内丸緑地を禁煙にしたと思ったら、ちょうど内丸界隈の某酒屋の隣に吸い殻入れが

置かれまして、そこに大勢の方がやってきて煙草を吸っています。それからもう一つ、

ちょうどさっき写真があった桜並木の近くにフェンスがあり、そのあたりでも何人か池

を見ながら煙草を吸っております。ただあそこには吸い殻入れも何もありませんので、

どうしたものかと思っているところです。そういう喫煙地図が変遷している状況です。 

 

委員長 

   指定管理者が対応できるところではないですよね。管理者としては非常に良い管理を

進めているとは思いますが、そういう課題はありますし、検討していくべきものだろう

思います。 

 

委員５ 

   （公会堂前緑地の排水について）指定管理者というより県の方に意見すべきことかと

は思いますが、やはり水が溜まっているという状況はあまりにも情けないので早急に対

応すべきだと思います。透水性舗装が劣化しやすいというのはあらかじめ分かっていた

と思いますので、標準の維持費の中で対応していくことは可能だと思います。 

   ヒマラヤシーダを切ったあとのところをどうするのでしょうか。前回はまだ決まって

いないというお話だったと思いますが、これからどうしていくのかをできれば市民の意

見を聞きながら全体の池の周辺の景観も含めたうえで検討してほしいと思います。 

 

委員長 

   今後の利用ですから管理者としては、こうなるといいという案はあるかもしれないが、

最初に管理者としてこうなるといいというのを聞いて、あとは事務局の考え等を聞きた

いと思います。 
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指定管理者 

   広く市民の意見等をお聞きしながら進めていきたいと思います。やはり一番多い意見

は花を季節ごとに植えたらいいのではないかというものです。先ほども出ました「園芸

クラブみどり」という花が大好きなボランティア団体がありまして、元々花時計があっ

たところの花の管理ですとか、アルペン関連の施設等に花を植えて、道行く人々の目を

楽しませているということもございますので、園芸クラブみどりのスタッフとも協議し

ながら綺麗な花が咲くようにできればいいと思っています。花は高いものでもありませ

んが、たくさん花を植えようとするとやはりそれなりの値段はしてきます。毎年、花の

管理にあたっては（内丸緑地以外の管理施設も含めて）百万単位に近い予算でやってい

ます。（ボランティア団体等の）知名度もだんだん上がって、寄付をされたいという方も

ちらほら出てきました。あまり目障りにならないけど素敵な花を設置できたらと思って

います。 

 

委員長 

     そういった管理なり、市民の声はあると思います。事務局としてはどのような進め方

を考えているかお願いします。 

 

事務局 

   御意見ありがとうございます。まずこの内丸緑地が設置された経緯を御説明致します。

周りを見れば県庁、市役所、警察署、裁判所や国の合庁が入っているエリアの中に官公

庁に来庁される方の休憩や待ち合わせの空間を作るということで、昭和 50年代に設置さ

れたものでございます。 

   先ほどの水が溜まっている部分につきましては、岩手県としては、この内丸緑地のほ

か花巻広域公園、御所湖広域公園、現在整備を進めている高田松原津波復興祈念公園と

いった他の公園も管理しておりますことから、これらの状況を見ながら対処していきた

いと考えています。 

   ヒマラヤシーダの伐採後の部分については、これは伐採する際にパブリックコメント

を行い、市民の皆さんから御意見をいろいろいただいています。また、今年度はコンサ

ルに委託しまして、内丸緑地を利用されている方のアンケート調査等を行いました。内

丸緑地のあり方については、そういう意見も踏まえながらどうしたらいいかということ

を検討しているというような状況でございまして、今すぐここで伐採後の利活用につい

て申し上げられないですが、指定管理者さんの御意見、そして地元盛岡市さんの御意見

等も踏まえながら、利活用については決めていきたいと考えています。 

 

委員長 

   他にはよろしいですか。それでは緑の相談室の皆様ありがとうございました。今日の

議論を参考に来年度も引き続き内丸緑地のより良い管理に取り組まれますようお願いし

ます。 
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委員長 

   今のそれぞれの団体の発表を聞いたうえで全体的にどんな印象だったか、それぞれお

伺いしたいと思います。全体的に県立都市公園のより良い利用を進めていくにあたって、

御意見やアイディアがあればと思いますがいかがでしょうか。 

 

委員４ 

   結構長いことこの委員をさせていただいていますが、皆さんそれぞれ真面目に取り組

んでいて、なんとか改善したいという気持ちがあって素晴らしいと思いました。ただ、

やはりどんどん人口が減っていきます。御所湖は今観光客がいるので利用客が増えてい

るようには見えますが、花巻の場合は地域の人たちの利用がほとんどだと思います。そ

うするとやはり子供の数は減っているし、高齢化は進んでいますからどうしても利用者

が減ってくることが想定されます。ボランティアの数も減ってくるでしょう。そのよう

なことがもう分かっていますので、これから全てのところが同じレベルで同じように右

肩上がりの利用者が来るというのは難しいと思いますし、本当に知恵が必要になってく

ると思っております。非常に難しいのではと思っておりました。 

 

委員長 

   そうですね。入り込み数だけで評価するのは難しいのはありますね。 

 

委員５ 

   やはり気になるのは御所湖のふわふわドームです。ヒマラヤシーダと一緒なのかなと

思います。思い切って廃止してしまえば、他にできることが増えると思います。やはり

獣害がどんどん増えてくるでしょうし、人手不足で人件費がどんどん高騰していく世の

中で、昭和 50 年代の施設をそのままずっと維持していくのは本当に必要なのかどうか。

改めて設備全体を見直して、その設備を守るために他のいろんなことを犠牲にしなけれ

ばならないのであれば、それはどんどん除却していくということもやむを得ないかなと

思います。優先順位を付けて検討していただければと思います。 

 

委員長 

   そうですね。限られた予算、人員で優先順位をつけていくことは大事ですね。 

 

委員１ 

   おっしゃるとおりだと思います。時代に合わせて各施設なり公園の在り方や捉え方は

変わって然るべきです。ともすると、法律、公園ができた趣旨に固執してしまうという

ところがあると思いますが、だからこういう委員会が開かれていると思います。定期的

に取組内容を振り返って、今に合わせた運用をされるようにしていくものだと思ってい

ます。各指定管理者さんは本当に努力されていると感じます。各団体とも昨年とまた全

然違う取組を御報告いただいたので非常に好ましく思いました。 
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委員２ 

   今、高齢社会でシニアの方々が多くいて、その方々に生きがいを持たせる一つの方法

として広域公園での活動があります。草取りして、その後はみんなでお話をします。そ

うすると、ここに来て、草を取って汗をかいてお茶を飲むっていいなと言ってくれます。

また、私は去年、Jｉ-Ｂａコミュニティカフェを作りました。それはシニア世代の方々

に生きがいを持ってもらいたくて作ったものです。そこでは今 13人のパートで働いてく

れている人がいて、そのうち 11 人が 50 歳以上です。普段は家にいて病気がちの人が、

手伝いに来てくれると元気に働いています。その人を見たときに、そういう人たちをど

う活かすかということが重要であると感じました。70歳になってからも稼げるのだと皆

さん活き活きしています。これからどんどん税金も少なくなってくると思いますので、

いかにシニアの人たちに生きがいを持たせるかを考えて、常に元気なシニアの方々を作

るための活動をしています。その方法の一つに広域公園の草取りや掃除があります。そ

ういう人たちと私は一緒に考えて活動を出来たら元気なシニアの方も多くなるのではな

いかと思っています。 

 

委員長 

   公園の本来の目的と違った位置づけ・価値が今出てきているのではないかということ

ですよね。これは非常に面白い提案、意見ですね。 

 

委員３ 

   委員４と同じで、私も一回目からずっと続けていますが、当時に比べたらすごく頑張

ってこれだけ活動をしてくれて、非常に感謝しています。今言ったとおり御所湖の場合

は今後利用者が増えていくかもしれないですが、花巻の場合は減っていくのが当然だと

感じています。スポーツ人口も減っているし、高齢者も多くなっています。高齢者の生

きがいは委員２が言ったとおり何とか実行できると思います。ただ、先ほど言い忘れま

したが、花があれば声を掛けなくても人は来ます。できれば花巻に桜がドンとあればみ

んな来る。そういうことで桜の木を植えてほしいと思います。 

 

委員２ 

   昔植えたのですが、うまくいきませんでした。 

 

委員３ 

   それはやはり肥料不足なのでしょう。平塚のキャンプ場も桜の木を結構植えたのです

が、やはり肥料不足なのか、環境に合わなかったようです。環境に合った桜を探して植

えれば、あとは肥料次第で黙っていても花が咲きます。時期がくれば花が咲いて秋には

紅葉して黙っていても人は来ますので、そういう施設にしていくしかないのではないか

と思います。 
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委員長 

   公園の在り方も本来の目的も時代の変化の中で変わっていっていいのではないかとい

うことですよね。 

   最後に本日の会議の取りまとめでございますが、指定管理者の方たちの説明があった

とおり非常に一生懸命管理していただいています。工夫をしたりして改善しているとい

うことがよく分かりました。ただ、安全管理上の問題や課題があるということも分かり

ました。その辺は今、委員の方々から出た意見を参考にして、指定管理者と事務局の方

で協議していただきまして、今後の公園のより良い管理運営に反映していただければと

思います。以上、取りまとめにさせていただきます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議事（２）その他 

 

○ 委員から発議事項なし。 

 

事務局 

   事務局からは先ほどの説明の中でも禁煙の話がありましたが、受動喫煙防止対策につ

いて若干御案内させていただきます。健康増進法の一部を改正する法律によりまして、

行政機関の庁舎とか学校、病院、児童福祉施設など受動喫煙により健康を損なう恐れが

高い者が主として利用する施設は敷地内全面禁煙とされたところです。県といたしまし

ては、健康増進法の趣旨を踏まえまして、県立の施設における受動喫煙防止対策指針と

いうものを定めて、県立の施設を令和元年７月１日から原則として敷地内全面禁煙とし

て、指定管理施設など一部の施設については経過的な措置を認めるという取り扱いとし

ているところです。当課所管の公園のうち、花巻広域公園の県民ゴルフ場を除く県立都

市公園につきまして指針に基づき敷地内全面禁煙とさせていただいております。県民ゴ

ルフ場につきましては、指定管理者と協議をしまして、煙草を吸わない方にも配慮をし

つつ、近隣の民間ゴルフ場との競合などから経過的な措置といたしまして今年４月１日

から今期の指定管理期間の最終期間である令和４年度まで喫煙場所を設置することとい

たしました。各指定管理者の皆様には、受動喫煙防止の取組みを引き続き行っていただ

きたいと考えております。県といたしましても、受動喫煙防止対策やその他、公園の利

用促進に資する取組を引き続き支援させていただきたいと思っております。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

５ 閉会 

  事務局から閉会宣言 

 


