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第五期県立都市公園管理運営検討委員会第３回委員会 

 

１ 日時 

  令和３年２月２日（火）13時 30 分から 16時 00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、佐々木史恵、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２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２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。ただ今の説明に対して、委員の皆さんから御質問、御意見

をお願いします。 

 

委員６ 

  相変わらず、きめ細かな管理をされていて、素晴らしいなと感心しました。今年はコ
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ロナの影響がありまして、来園者数も大きく影響が出ているようですが、一方で町場地

区園地のように、それほど大きな影響を受けていない地区もあるのかなと見えました。

これは、元々利用している客層がそれぞれ違うとか、いろいろな要因があると思います

が、この園地は外のお客様が多いとか、ここは地元のお客様が多いですとか、ファミリ

ー層が多いですとか、そのような分析ができていくと、今後練っていく戦略も変わって

くるのかなと思います。お客様の人数がただ多いか少ないかだけではなく、どこの層を

狙っていくかという部分でお考えをお持ちでしたらお聞きかせください。 

 

委員長 

どうでしょうか、来園者で、県外というのは今回は難しいのかもしれませんが、その

あたりのお考えをお聞かせください。 

 

指定管理者 

   ファミリーランドと、町場地区園地では利用者の客層が違い、ファミリーランドは幼

児を中心とした家族、町場地区園地は、花であれば大人が主になりますし、ふわふわド

ームなどの遊具関係であれば子供達が主となり、使われ方が違います。 

ファミリーランドは幼稚園、保育園の親子遠足のメッカですが、それが今回は大きく

影響を受けました。今年はバス利用自体が難しかったため、遠足を実施される場合でも、

個別に車で現地集合する形になりました。 

また、乗り物広場は子供連れが多いですし、町場地区園地は大人の方にお越しいただ

いているような傾向でございます。 

 

委員６ 

全国の観光地もそうですが、ほとんどが近場中心の隣県のお客様になってきておりま

すので、逆に御所湖広域公園は近くの人や県内の人に対して売り時かなと感じます。そ

うしたお客様に訴求するように取り組んでいただければと思います。 

 

委員長 

特に花に力を入れてきているので、コロナ禍で外に出て花を見たいという来園者の気

持ちがわかる気がします。 

 

委員５ 

去年まで外国人観光客へのＰＲについて意見を出しておりまして、英語版のパンフレ

ットまで作っていただいたのに、コロナでこの様な事態になるとは思ってもいませんで

した。それでも、人は来なくとも、花は咲きますので、花をしっかりと手入れされてい

ることに、１年を通して感動しておりました。 

委員６がおっしゃったことと同じですが、やはり花を見るのであれば外ですし、コロ

ナ禍でも全く問題がないので、今まで以上にマスコミさんにどんどんネタを売って、来
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ていただくのが良いと思います。それと町場地区園地だけが花を見るスポットかと思い

ましたら、ファミリーランドの「賢治の花壇」も来園者があるようですので、こちらに

もハシゴをしてもらえるように、大人の方々へ力を入れてどんどん発信していただきた

いと思います。 

それから、大人の団体旅行は全く動きませんでしたが、修学旅行は去年の５月の連休

明けから動きましたので、このような場所でしたら修学旅行生も喜びますし、インスタ

映えもすると思います。修学旅行生の多くがつなぎ温泉や盛岡市内のホテルに泊まって

おりますので、その情報をどうにか提供していただき、そこに広報をして、寄っていた

だくような工夫をしたら良いのではないのでしょうか。つなぎ温泉でも大きな旅館でし

たら修学旅行の団体が入りますので、そうしますと利用者の増加につながるのかなと思

いますので頑張ってください。 

一方で、人は来ないのに獣がくるというのは皮肉なことで、大きな御苦労だとは思い

ますが、これからもよろしくお願いします。 

 

委員長 

説明の中で最初の方に、花は咲いているのに見てもらえなくて可哀想と言った言葉に

管理者の気持ちが集約されていると思いました。 

修学旅行で県外に行けなくなった学校が、県内での修学旅行に切り替えています。野

外での活動であれば安心ですし、学習的要素を入れるのもありかもしれませんね。 

 

委員２ 

つなぎ温泉観光協会としては、広域公園さんとは密な形で色々一緒に取り組んでいる

ところです。コスモス畑は、つなぎ温泉の方で植えて管理している部分と広域公園さん

で植えている部分がございまして、コロナ禍でお客さんは少なかったですが、コスモス

は去年の秋は大変きれいに咲きまして、通った方に喜んでいただきました。日頃からこ

うした努力をしていただいて、街並みや繋を活性化させていくために尽力していただき

まして、大変ありがたく思っております。ありがとうございます。 

多目的運動場の除の駐車場の件（大会等で駐車場が不足する件）ですが、運動場は、

つなぎ温泉観光協会といわてアスリートクラブのジョイントで受けている指定管理なの

ですが、大会がブッキングした場合には、（参加者が）１人１台乗ってくる形になり、そ

の都度御迷惑をおかけしております。前もって連絡を入れられない場合もありまして、

大変申し訳なく思っておりますが、何かある時は遠慮なく言っていただければ、こちら

も対応させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

委員１ 

御説明ありがとうございました。毎年御報告をいただいておりますが、適切に管理さ

れていて、素晴らしいと思っております。 

乗り物広場は客数減で町場地区園地は健闘したという報告でしたが、世界全体を見て
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もコロナの影響でアウトドアブーム、アウトドアスポーツブームが去年ありました。一

方で公園の客層は、幼児やファミリー層、中高年がお花を見られる方に多いと思われま

すので、アウトドアスポーツの面からはあまり取り込めなかった部分があると思います。

細かい所を見ますと、逆にテニスコートなどがそういう範 疇
ちゅう

で、外でのアクティビティ

として、（比較的堅調であった数字に）表れているのかなと思います。 

例えば、三陸の沿岸は釣り客が多くきており、釣り具屋さんの売上が何十パーセント

も上がっていたりするようです。元々ターゲットをしっかりと決めてやってらっしゃる

ので、今だと、花と乗り物広場が中心の活動になっていると思いますが、その他にも野

球場やスポーツ関連の施設がありますので、広く見て、チャンスを捉えていただければ

まだまだ伸びるのかなと思います。 

そして、お花の活動は是非進めてもらいたいと思いますが、その次の取組として、何

年か前から昆虫ブームがきておりますので、花と虫をテーマとして取り組んではどうか

と思います。自然観察会などで既にやっているかとは思いますが、大人も興味がありま

すし、虫、鳥、昆虫関係と花とを併せた企画など、どんどん次に繋がっていくようにし

ていただければと思いました。 

熊、スズメバチ等の鳥獣被害という話が出ておりましたが、一番身近なカラスの被害

も実は多いのではないのでしょうか。対策が難しいかと思いますが、子供がお弁当を食

べているところを襲ってきたという話も聞いていますので、何か対応があればお聞きし

たいと思います。 

最後に、コロナ対策ということで、各トイレ、施設に消毒液、石鹸、遊具に消毒液と

小まめに対応されていて、利用者から感謝の声を聞いております。ありがとうございま

す。 

   

指定管理者 

カラスについては、テントの中に食べ物を放置していたら、カラスが取っていった等

の被害がやはりあります。カラスがいたずらしないように、のれんのように紐を垂らす

などしておりますが、カラスは賢いので対応は難しく、園内に「カラスがあなたの食べ

物を狙っていますよ」というようなポスターを建てて、バーベキューもそうなのですが、

お客様ご自身に注意してもらっている状況です。 

虫の観察会は年に２回やっており、非常に人気のイベントでございます。今年はコロ

ナの影響で人数を絞って行いましたが、定番のイベントですので拡充していければ、可

能性も広がるかと思います。 

町場地区園地では、ここ何年かは虫網を持って来る子供たちが非常に増えております。

親子で一緒に蝶々を追いかけていますが、蜂もいますので、注意されるようにと案内を

しておりました。 

（花壇の写真スライドの補足説明として）また、春先に内丸緑地から（災害復旧工事

の廃材として）石垣の一部が出て、町場で再利用するということで引き受けまして、花

壇の縁石にして「石神の丘」からいただいたラベンダーの挿し木苗を植えました。この
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ラベンダーを見ていただいて、町場から、「石神の丘」でもラベンダーが咲いていますよ

とのメッセージを送るとともに、「石神の丘」からも町場のラベンダーの宣伝をしていた

だいて、お互いに連携し合っております。この写真は植えたばかりですが、去年の秋に

は花が咲きましたので、今年は結構咲くのかなと思います。このように、なるべく捨て

ずに、頂いたものを利用として、ちょっとした名所作りを、お互いに連携を取ってやっ

ております。 

再利用ということで言いますと、内丸緑地からは、去年はベンチも頂いてきて、町場

地区園地のふわふわドームの周囲に置いて利用させていただいておりますし、「いわて子

どもの森」からは、使っていない「変わり種自転車」を所管替えさせていただいて、今

年の春にデビューできる自転車が５台ございます。 

 

委員長 

知恵を絞って、施設間で連携するといった知恵は、管理だけではなく絶えず考え、横

との繋がりを持っているからこそできることだと思いました。特に花の連携は、ＫＯＩ

ＷＡＩだけではなくて、次はあっちへ行ってみようという展開ができるので、非常に良

い動きだと感じました。 

子供たちの体験としましては、虫ですね、とても良いと思います。虫は子供には人気

があるので、嫌いな大人は増えていますけど、そういった機会を子供に作ってあげると

非常に好きになるので、ＫＯＩＷＡＩさんにはそういったガイドができる方がたくさん

いるかとは思いますが、県の環境アドバイザー制度を使いますと、虫のプロがおります

ので、その方達とも連携していければ良いかなと思います。 

 

委員長 

あとは私からですが、魅力発信の Sight の中で、樹木伐採をして湖面が見えるように

なったということで、市民や周りから何か反応がありましたでしょうか。 

 

指定管理者 

湖が見えるようになって良かったという意見もありましたが、もう少し伐採してほし

いと声もありました。ただ、そこが私有地でしたり、数本切って見えるようになるもの

ではないのですが、法面の関係などを見ると、県の土地の下は国のダム敷きになってい

て、そこの木が結構大きく邪魔をしていたりしますので、簡単には切れない状況です。 

御所ダムもできて 40 年ですが、その時に植えた木がどんどん大きくなってきているの

で、そこの対応をしていかないといけません。県の敷地として確保された土地について

も、木はどんどん伸びてくるので、切って管理していくのが必要な時期にきていると感

じます。 

 

委員長 

湖面の方は国交省の管理地だということで、その辺の連携はどうなのでしょうか。 
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指定管理者 

ダムの方では木を切っても良いとの対応です。県の予算で切りましたが、大半はダム

の敷地だったはずです。 

 

委員長 

洪水対策で水辺林の伐採も国の予算が多くついているので、説明の仕方のような気も

しますが。 

１つ気になったのは、以前ですと木を切るなという市民の声が多くありましたが、そ

ういった自然破壊だというような声は今ありますでしょうか。 

   

指定管理者 

公園に関して言えば、そのような声はあまり聞きません。 

 

委員長 

以前、木が成長して湖面が見えなくなり、木を切った方がいいという話をした時に、

やはり木は切ってはいけないといった声が多くあったもので、今はどうなのかなと思い

ました。公園に植えた木は自然の木とは違います。人間が管理して作られる自然は、や

はり管理し続けないといけないので、そこを知っていただく意味でも、御所湖広域公園

もそのような価値を作っていけるのかなと思いました。 

 

委員６ 

熊が爆竹に慣れてきたといった発言がありましたが、どうしていけば良いかと考えた

時に、これは社会実験になりますが、犬はどうでしょうかという提案です。パトロール

する時に犬を連れて行って、犬に熊に対して吠えてもらう事を繰り返していくと、もし

かすると、熊の領域と人間の領域が明確になっていくのかなと考えました。可能ならば

社会実験を検討していただければなと思いました。 

 

委員長 

犬というアイデアが出ましたがいかがでしょうか。 

 

指定管理者 

先ほど、人が少なくなるから動物が出るとお話がありましたが、結局それだと思いま

す。人がワイワイいる所には熊や動物は来ません。ですから、そのような環境を作らな

くてはいけません。犬を連れてパトロールするという話もありましたが、犬によっても

違います。公園で自然がいっぱいなのは良いですが、自然は人と動物と他が全て混在し

ていますので、人間だけではないというところをうまくコントロールしていくのが大事

なのではないかと思っています。 
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委員長 

人がいる前提で造った場所ですが、このコロナの中でどうしていくかという課題もあ

ります。いずれにしても、今ある自然や植栽を大事にして、コロナ後に続くような動き

をしているということが説明の中から伺えました。 

ＫＯＩＷＡＩの皆様、どうもありがとうございました。 

本日の議論を御参考に、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。 

 

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

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。ただ今の説明に対して、委員の皆さんから御質問、御意見

をお願いします。 

 

委員４ 

先ほど熊や猪のお話がありまして、以前も言いましたが、熊は怖くないですし、共存

できると私は信じております。隣のキャンプ場でも熊が時々出ますが、人がいれば入っ

てきません。爆竹も鳴らしたほうが良いと思います。熊も慣れてはきますが、人がいる

ということがわかります。一番安全なのは火で、火を焚いていれば熊は来ません。煙や

匂いで人がいることが分かるのかもしれません。 

問題は猪で、時間帯としては、朝や夜遅くに出ます。私もキャンプ場へ向かう途中に

猪が突然横切り、ぶつかりそうになったことがあります。それが怖いので、もし猪が出

た時の対策はしていただきたいと思います。 

花や木の植栽も一生懸命やっているようですが、肥料不足ですので、桜は合わないか

もしれません。本当は花が咲けば花見とかできるのでしょうが。 

 

委員長 

桜が合わないのは、樹種又は地質が問題なのでしょうか。 

 

委員４ 

   土でしょうね。桜の木に合わないのだと思います。桜を植えるときは大きな穴を掘っ

て、桜に合った土を入れます。それが馴染めば大きくなるのですが、今のようにただ植

えるだけでは育ちません。キャンプ場も桜は枯れております。 
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委員長 

公園には何を植えたのでしょうか。桜の樹種は何ですか。 

 

指定管理者 

桜と梅を植えています。桜はヤマザクラに近いミクルマガエシという少し特殊な種類

です。 

 

委員３ 

私も昔ボランティアで、200 本桜の苗をいただいて皆で植えたことがありますが、やは

り育っていません。あのくらい全部花が咲いたら花見処になっていたはずですが。咲く

ように対策をしなければならないと思います。 

 

委員長 

先ほど、御所湖広域公園のほうでカスミザクラを植えているとお話がありましたが、

それが本来この辺りに咲いている桜なので、合うものを植えているのだなと思いました。

専門家にも聞いてみると良いのかもしれません。 

 

委員３ 

桜は私たちも十数年前に植えておりまして、桜の木がもう無いなと行く度に見ており

ましたし、もっと咲いていたら花見処になっていただろうなと思っておりました。 

それから私は花の花壇を整備しておりますので、もっとお花を植える所や見える所を

増やしてほしいです。花巻温泉でお店をやっておりますが、バラ園の最盛期はお客様が

相当来ますので、その後に広域公園に行く流れができれば良いと思います。私達も専門

家ではないので、四季の花を管理するくらいしかできませんので、専門家を頼んでもう

少し計画を立てて、公園の中に３か所位、花を楽しめる場所があれば、シニアの女性も

多く来ると思います。 

私達も協力して１か月に１回草取りをしており、その後は木陰でおしゃべりして楽し

んでおります。皆さんとても良いねと言ってくださいますし、まだまだ募集はしなけれ

ばいけないのですが、私達の８人位のグループは生きがいになって、楽しんで草取りを

やっておりますので、もう少し花の魅力的な場所を作っていただきたいと思います。 

それから若い時はいいのですが、公園入口の階段を上がるのが大変苦労します。私は

いつも行っていますので、事務所の近くの階段の少ない場所を通り、ゆっくり上がって

おりますが、お年寄りの方々への配慮として、そういう道がある事を説明してあげるの

も優しさかなと思います。 

私は楽しみながらやらせていただいておりますので、皆さんも頑張ってください。 

 

委員長 

よく利用している人が知っている、階段の少ないルートもあるわけですね。そこは誰
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でも通れる道なのでしょうか。 

 

指定管理者 

はい。誰でも通れます。うちの公園を利用している方々、特にゴルフ場に来ている方々

は、80歳を過ぎてもシャキシャキと歩いて行くものですから、そこまで気が付かない面

がございました。ありがとうございます。看板等を設置させていただきたいと思います。 

 

委員長 

どうしてもスポーツをする人達が来る場所ですので、そのような配慮がなかったのか

もしれませんが、今委員３のお話にもありましたように、花を愛でに来る方々、高齢の

方々も親しめる場所にしていく意味では、そのようなサイン、案内板を設置して備えて

いくのが良いと思いますね。 

 

指定管理者 

私どもも、御所湖公園さんの報告を少し羨ましく思って聞いておりました。もう少し

花は増やしたいと思っております。 

 

委員１ 

御報告ありがとうございました。委員３の今のお話と同じ方向性なのですが、特にゴ

ルフが、三密を避けて、またアウトドアスポーツブームに乗って、震災後の最高収入を

出されたということで、大変頑張られたのだろうなと思います。 

スポーツ振興事業団さんが運営されているとのことで、当たり前なのかもしれません

が、この報告自体もスポーツがメインとなっています。あの広い公園を管理するのはす

ごく大変だろうと思いますが、御所湖さんを参考にするとすれば、ある程度方針として、

緑の部分、癒しの部分も公園の管理運営の柱に据えることから始めるのが良いのかなと

思います。スポーツは既に成果が出ているものもありますし、自然散策、お花の部分で

も魅力的な公園ですので、是非植栽をボランティアの方々のお力をお借りしながら頑張

っていただければと思います。 

あとは、施設の老朽化で、どこの公園さんも大変だとは思いますが、散策という意味

ですと、木製のベンチがかなり老朽化していて、座るに堪えられないとお話を聞きまし

て、どうにかならないかと感じております。私の知り合いが家族で遊びに行って一番気

になる点のようでした。 

また、せっかくゴルフ人気があるので、食堂についても試行錯誤で改善に取り組んで

ほしいと思います。 

 

委員６ 

素晴らしい成績だなと思いました。意見というよりも、御所湖と花巻とそれぞれ毛色

の違う、管理の方針が違う公園がお互いに情報交換し合う場があるのが良いと感じまし
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た。植栽分野を勉強する部分と、スポーツ分野を勉強される部分がそれぞれありますの

で、この場がとても有意義だと感じました。感想でした。 

 

委員長 

各分野で持ち味を生かしていくのがとても大事だと感じました。 

 

委員長 

今までの活動としてスポーツがイメージとしてあります。先ほど御所湖でも修学旅行

生の集客という話が出ましたが、私の知り合いが花巻でボートをしている場所に修学旅

行生が結構来ていると聞きました。そういった切り口で修学旅行生の集客ということに

ついて可能性はありますでしょうか。 

 

指定管理者 

確かに近くに花巻温泉もございますので、もしかして来ていただけるのかなと感じま

すが、今年に関してはコロナの関係で、できれば県内だけで良いのかなと思っておりま

した。 

 

委員長 

すみません、説明が足りませんでした。県内の学校が県外に行けないので、修学旅行

先を県内で今探しているんですよね。特に内陸には、沿岸の方の学校が来ていたりする

ので、そういうことも１つのアイデアかもしれません。 

 

委員３ 

勉強という面で、金谷温泉側の方に県内の木、地域の木などもたくさん植えられてお

りますので、例えば中学校の修学旅行を兼ねて岩手の木を勉強するなど、とても良い勉

強の場になるのではないかなと思っておりました。 

また、高齢の方は公園を歩いて周るのが大変です。そこで、例えば予約制などでゴル

フのカートに乗せていただき、説明聞きながら周るなどすれば面白いのではないでしょ

うか。できるかどうかわかりませんが、カートに４～５人乗せて、説明してあげて自然

を散策することができれば、高齢の方は喜ぶのではないでしょうか。 

 

委員長 

たくさんの人を集めるのではなくて、今後に繋げる視点で、自然体験や観察会のリー

ダーを育成する講習会をするなど取り組んでいる事例もあります。これなら、それほど

人数を集めなくてよいので、新たなプログラムとして、取り組んでいくのも良いかもし

れませんね。 

 

指定管理者 
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私どもも、これまでスポーツに重きを置き過ぎたのかなとも感じています。自然観察

会も開催しておりますが、昨年はお祭りと一緒の合併した事業だったものですから（開

催できませんでした）、今年については自然観察会を独立して行っても良いと思っており

ますし、もう少し工夫をしていきたいと思います。先ほど昆虫のお話もありましたので、

それも面白いなと感じましたので考えていきたいと思います。 

 

委員長 

昆虫は結構いますよね。水辺もありますので、使えそうですね。 

 

委員４ 

隣には金矢温泉があり、お年寄りは温泉が大好きなので行きますが、目の前がすぐ公

園で行きたいと思っても、上り坂や階段が多くて不便です。子供とか若い親子は上れま

すが、お年寄りには上るのは難しいですし、孫を一緒に連れて行きたくてもできないの

で残念に思います。 

ですが、修学旅行生向けですとか、昆虫、花を見せる取組は頑張ってもらいたいと思

います。そのためには花が咲くようにその部分の土を改良してもよいので、植樹や花を

植えてもらいたいと思います。 

それとカラスですが、公園は食べ物が無いのでカラスはあまり出ないと思います。隣

のキャンプ場は出て肉をさらっていったりしますが、カラスが悪いというだけでなく、

お客様にも気をつけるように促しております。 

 

指定管理者 

やはりカラスはおります。カラスの死骸の模型のようなものを置いていたらかなり数

が減りました。効いているようです。 

 

委員長 

スポーツ振興事業団の皆様、どうもありがとうございました。 

本日の議論を御参考に、来年度も引き続き花巻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。 

 

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

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。ひとつ確認ですが、内丸緑地の中で、公会堂前緑地という

のが、盛岡城跡公園に向かって、鳥居をはさんで左側、県庁前緑地というのが右側です
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ね。 

 

指定管理者 

その通りです。神社の鳥居を挟みまして鶴ヶ池側と亀ヶ池側というように、池もちょ

うど真っ二つに分かれております。 

 

委員長 

わかりました。ありがとうございます。それでは委員の皆さんから御質問、御意見を

お願いします。 

 

委員５ 

以前はよく利用しておりましたが、コロナ禍で最近は利用しておりませんでしたので、

久々に内丸緑地の様子を見せていただいて、素晴らしいと感じました。たくさんの方が

ボランティアで御尽力いただいて、特に、今年は雪が多いのでご苦労されているんだな

と感じました。 

嬉しいのは禁煙になったことです。何年もその話題でしたので、それに禁煙になった

らゴミを捨てる人も減ったということで嬉しく思います。 

また、注目の的でありましたヒマヤラシーダが無くなりまして、跡地をどうするか検

討中とのことで、とても楽しみです。ヒマヤラシーダが無くなりましたら、今度は（高

木化した）ユリノキがクローズアップされて、今後が気になります。 

 

委員長 

盛岡はユリノキが多いのですが、非常に高木化しており、とても懸念されますね。 

 

委員６ 

私が一番利用しているのではないかと思います。私は中央通りが大好きで、中央通り

のビルを屋上緑化してほしいなと思っております。 

緑の相談室さんが一番素晴らしいのは市民の巻き込み力ですね。指定管理者で全て管

理するのではなく、一部を市民にしてもらい、愛着を持たせることですね。愛着が湧き

ますので、今後も是非続けてほしいと思っております。 

 

委員長 

そうですね、いつもボランティアの団体の方々には頭が下がります。一方で高齢化と

いう話もありましたが、その後新しいメンバーが入ってきているとか、将来引き継げそ

うな人がいるとか、そういう状況はどうでしょうか。 

 

指定管理者 

園芸クラブみどりの会員は現在 21人おりますが、平均年齢が 69.75歳で、高齢の方は
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10年以上来ている方が多いです。今年に入りまして４人ほど体調不良になりまして、市

の３月の広報でもボランティア募集いたします。ただ、募集すれば欠員がうまく埋まっ

て、大体 20 人前後になっており、ありがたい話です。それと福祉事務所や保護観察所、

公の団体等も盛岡城跡公園や内丸緑地でボランティア活動をしたいと話がきておりまし

て、たいへんありがたい話です。 

 

委員長 

それは個人でしょうか。それとも学校とかでしょうか。 

 

指定管理者 

園芸クラブみどりの会員は個人が対象ですが、福祉事務所との連携の中で人員をまと

めて、活動させてくれないかと申し出がきます。我々としましてはありがたい話なので

お願いしています。保護観察所ですが、全国的に年に何回かはボランティア活動をする

ようで、行政自体もボランティア活動を推進しているようです。盛岡城跡公園や内丸緑

地がちょうどやり易いこともあると思います。 

 

委員３ 

県の方にお聞きします。福祉関係の補助金が少なくなったり、全体の人口も少なくな

ったり、公園関係にも予算がつかなくなると思うのですが、将来的にどのような運営の

仕方を考えているのかお伺いしたいと思います。 

 

委員長 

この委員会などの声を反映してとか、様々ヒアリングなどを踏まえてだとは思います

が、今後について何かあればお願いします。 

 

事務局 

御意見ありがとうございます。県の方では、御所湖広域公園、花巻広域公園、内丸緑地

と県が管理する公園がありますが、さらに陸前高田には高田松原津波復興祈念公園があ

り管理する公園も多くなって、それだけ予算も必要になってくる状況であります。 

委員長からお話がありましたように、委員さんの御意見を踏まえて、財政当局には必

要な予算を要求していくことを今後続けたいと思います。 

また、施設の部分については、御所湖のＫＯＩＷＡＩさんから施設の老朽化の話もあ

りましたが、それについても公園長寿命化計画を作っておりまして、期限が切れそうな

ものは計画的に更新ができるように、先々を見通しながら、県としても必要なことを行

っていく考えで進めているところでございます。 

 

委員３ 

内丸緑地さんのように地域を巻き込んで、地域の方々に手伝っていただく動きに、徐々
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にしていかないと今後が大変ではないかと感じます。私もそうなのですが、地域の方々

は公園に行って整備することによって公園をまた利用したい気持ちになりますので、地

域の方々にそういう気持ちを持っていただくための動きも必要だと感じます。 

 

委員長 

とても大事だと思いますね。先ほど、この場所は皆さんの財産と言いましたけど、ま

さしく県庁の前であり、盛岡城跡という名勝のところで、あの景観は県民みんなの財産

だと思います。それをどのように管理していくかということですね。 

先ほど県の方から、委員の方々の意見を反映してとお話があったように、あの公園は

地域の役に立っている、県民に活かされていることを打ち出していくのが、持続可能な

公園管理運営になるかもしれませんので、提案や意見を出していただければと思います。 

 

委員１ 

他の委員さんの意見と同感なのですが、加えるとすれば、企業会員がいらっしゃると

思いますが、無償ボランティアで剪定作業をされているのでしょうか。それとも仕事と

して関わられているのでしょうか。先ほど公園の運営の仕方という話もありましたが、

理想としては市民の皆さん、県民の皆さんが、少しでもお金と労力を出すのもひとつで

すし、古いやり方かもしれませんが、企業がお金を出して市民が動くというような、色々

なパターンがあるかと思います。内丸緑地では企業を上手く活用されていて、他の公園

さんでもあるのかもしれませんが、第三者の力を借りて、市民の他に企業の力を借りて

上手くやってらっしゃると感じました。 

ネーミングライツではないですが、色々な資金や労力の集め方があるのではないでし

ょうか。例えば観光で考えると、県庁に県外からお客様が来ると思いますので、そこ（内

丸緑地）で準備してから行くとか、観光ガイドマップであったり、利用者の状況に応じ

て何かするであったり、今後どう活用していくかというひとつの切り口になるかもしれ

ません。あまり商売染みた事は良くないとは思いますが、企業とかビジネスとかの発想

があるのかなと思いました。 

 

指定管理者 

企業とお金とボランティアがそれぞれ連動しているのですが、例えば花壇の方々も、

今行っているのが５ヶ所ございまして、アルペン花壇ですとか、花時計の所はロータリ

ークラブの協力で資金をもらいまして、ボランティアの女性が花を買って花を植えてい

ます。それから花時計は東北銀行が資金を出して、花代をもらって、女性の方々に花を

選んでいただきレイアウトして花を植えます。内丸緑地は違いますが、企業ボランティ

アと個人の無償ボランティアがセットになっています。 

盛岡城跡公園の場合は、色んなイベントで企業が来るときに、公園の電気、水を使う

ことになりますので、電気料金、水道料金ということではありませんが、我々も側面か

ら支援をしますので、寄付の協力をお願いしております。私達は非営利ですので、そう
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いった繋がりの中で資金を集め、全て公園の資金に投入するというやり方をしておりま

す。 

 

委員長 

利用し、活用してもらう、そのためにはきれいに管理していかなくてはならない、管

理するにはお金がかかるといった状況の中で考えていく、抱えている課題ですが、大き

な問題ではありますね。 

少し内丸緑地の話に戻しますが、以前、日影が欲しいという声がありましたが、どう

でしょうか。 

 

指定管理者 

ございます。夏に日影が欲しいとの声や、カンカン照りで暑くてダメだとの声が結構

あります。やはり、日影はあった方が良いような感じがします。 

 

委員長 

例えば、どのような日よけが良いのでしょうか。ちょっとした屋根のようなものがい

いのか、木ですと管理、植栽の問題が出ますが、いかがでしょうか。 

 

指定管理者 

日影が欲しいとおっしゃる方はどちらかと言いますと木です。桜でもいいですし、花

が咲くものが良い。また亀ヶ池までは桜がありますから、それに連動して、桜が合うの

かもしれません。あまり高くならない方が良いと思いますし、維持管理する時はある程

度高さを抑えるといった仕事が、ひと仕事増えるかもしれません。 

 

委員長 

それこそＫＯＩＷＡＩさんにお聞きするのが良いのではないでしょうか。やはり、最

近夏の日差しが強かったりするので、あった方が良いとは思いますが、やはり木だと植

栽、管理の問題がございますし、悩ましいところですね。 

それと施設利用として、イベントであるとか、こんな物を置いてほしいとかあるとは

思いますが、管理している側としてはどんな形が望ましいと思いますか。管理に手間暇

かかるものではない方が良いと思いますが。 

 

指定管理者 

今の時代なら、テイクアウトのキッチンカーが入れるものが良いとの話もありますし、

それから一部の声になりますが、ステージになるような屋根の架かった場所があれば良

いという意見もあります。 

 

委員長 
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ステージのキャパ的にはどうなのでしょうかね。 

 

委員４ 

ここはイベントをする公園ではなく安らぐ所なので、今のままで日影を作るとしたら、

桜を植えるのが良いのかなと思います。今のままで憩いの公園で良いと思います。 

 

委員長 

どうしてもイベントは一過性なので、日頃皆さんが利用できる場所、憩える場所とし

ての位置づけの方が良いのかなと思います。それとキッチンカーですが、公園内に入っ

て営業することはどうなのでしょうか。 

 

事務局 

内丸緑地は都市公園ですので、都市公園法がございまして、その中で決められた基準

に従って許可を取る必要があります。 

 

委員長 

許可を取れば可能だということでしょうか。 

 

事務局 

色々な制約や、条件もございますし、利用の仕方としましても、キッチンカーを想定

した場所ではないので、検討が必要になると思います。 

 

委員長 

コロナ禍でテイクアウトやキッチンカーの需要が高まって、内丸ではなくて、丸の内

の方で賑わっていたり、国交省の河川の利用でも、商売に使って良いという動きになっ

ていますよね。 

 

指定管理者 

過去に一度だけキッチンカーを入れてイベントを行いました。だいぶ古い話になりま

すが、結構人が集まりました。場所的には公会堂前ではなく、県庁前が良いと思います。 

 

委員長 

そうしたイベントをすれば、ゴミの問題、マナーの問題が出てきますので、一概に良

いとは言えないと思いますし、地域や県民のコンセンサスが必要になってくるのかもし

れません。 

緑の相談室の皆様、ありがとうございました。 

本日の議論を御参考に、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るよ

う、よろしくお願いいたします。 
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委員長 

最後に、本日の会議の取りまとめでございますが、各指定管理者から御説明のあった

とおり、令和２年度における県立都市公園の管理運営状況は、概ね良好であるというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

（異議等なし） 

 

委員長 

それでは、令和２年度における県立都市公園の管理運営状況については、概ね良好で

あるものとさせていただきます。 

本日の会議で出されました御意見等につきましては、指定管理者と事務局で協議して

いただき、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。 

 

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

議事（２）その他 

 

委員長 

委員の皆様から何かありますでしょうか。 

 

委員６ 

本日のお話にありました企業の参画ということで、盛岡市さんは積極的に行っている

Park-PFIですが、企業から事業収益を得て管理費に充てるやり方を、県でも検討に入っ

てもよい頃なのではと思いました。 

もう１点は公園の IoT 化、電子化です。色々なセンサーを公園内に仕掛けて、例えば

蛍がそろそろ羽化するとか、そろそろ何の花が開花するとか、積算温度で楽しいことが

どんどん増えると思いますし、ＱＲコードによる決済ができたり、来園者数が把握でき

たり、手間を省けることが増えてくると思います。そんなにお金がかからないと思いま

すので、センサーを公園内に増やして管理費を軽減させることも検討できるのかなと思

いました。 

 

委員長 

素晴らしい提案をいただき、ありがとうございます。他にありますでしょうか。 

盛岡市の話がありましたが、それぞれの公園では市であったり、国であったり、その

エリアだけでなく周りが管理地として関わっている場合があります。地域住民との連携

だけではなくて、市や国、御所湖でしたらダムというように、行政間の連携も必要にな

ってくるのかなと思います。 

それでは、以上で議事は終了とします。委員の皆様、円滑な議事の進行への御協力あ
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りがとうございました。事務局にお返しします。 

 

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

５ 閉会 

  事務局から閉会宣言 

 


