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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況（数字で表せるもの） 

　　入園者数　

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

223,000 104,795 20,218 37,902 28,001

－ 112,211 29,607 45,591 35,287

２　セミナー及び展示事業実施状況（数字で表せるもの）

　　セミナー及び展示会開催状況

　　県民がより植物に親しみを持てるよう、植物に関するセミナー及び展示会を行う。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

40 14 5 11 11 41

34 11 5 9 9 34

58 23 11 9 15 58

58 25 8 10 15 58

（前年度実績）

累計
項目

セミナー開催回数

（前年度実績）

年間目標
（計画）

　　　　　　　　　　　　開催回数 　　　　　　　　　　　(単位：回)  　

展示会開催回数

入園者数

（前年度実績）

項目

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

年間目標
（計画人数） 累計

190,916

222,696

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

　フラワーセンター大船植物園では、「神奈川県立フラワーセンター大船植物園条例」の規定に基づき、花き園芸の振興及び植物
に関する知識の普及を図るとともに、県民に植物に親しむ場を提供するため、観賞植物等の収集、展示等を行っている。

所属のホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f598/

業務運営進行表

（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

所　属
室・課（出先は所属）名

フラワーセンター大船植物園

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

51,313 21,918 4,701 7,555 5,747 39,921

7 400 400

459 146 278 289 166 879

51,779 22,464 4,980 7,844 5,913 0 41,200

項目 (再)配当額

事業費 17,515 834 1,558 7,168 7,821 134 17,515

維持管理費 56,730 11,033 11,488 11,736 17,275 5,197 56,730

計 74,245 11,867 13,046 18,904 25,097 5,331 74,245

23,575 24,357 23,031 25,112 96,074

1,805 158 1,783 186 3,932

19,341 19,937 39,278

44,720 24,514 44,751 25,298 139,284

6,942 6,942 6,942 6,942 27,767

3,511 3,511 3,511 3,511 14,045

55,173 34,967 55,204 35,751 0 181,096

67,041 48,013 74,108 60,848 5,331 255,341

△ 44,577 △ 43,034 △ 66,264 △ 54,935 △ 5,331 △ 214,140

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

使用料及び手数料

財産収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人
件
費

給与 (下記手当を除く)

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 19 19 19 19

再任用職員 1 1 1 1

臨時的任用職員

非常勤職員 8 8 8 8

計（人） 28 28 28 28

配置職員数



３　業務実績（数字で表せないもの） 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

第２・四半期

　来園者の植物への関心が高まるよう、花壇、プラン
ター等での見やすいラベルづくりや、開花状況等の適
切な情報提供を行う。

　花壇での花の植え替えの都度、花名、由来などを記載し
たＡ４サイズの親しみやすい表示板を掲示するとともに、
プランターや鉢植えの花木には花名などのラベル表示を進
めてきました。
　また、開花状況等については、ホームページ・ブログ・
ツイッターを活用し、随時更新を行ったほか、各種メディ
アへの積極的な情報提供に努めました。

　第１四半期に引き続き、花壇などで表示板の設置を進め
たほか、夏場に花や実の見ごろを迎える地植えの草木に随
時、名称等のラベル表記を行うとともに、来園者の要望を
踏まえて、表示板の付け替えや設置場所の改良を行いまし
た。
　また、開花状況等については、ホームページ等による情
報発信を引き続き行うとともに、ウリ科植物のグリーント
ンネルや食虫植物展、変化アサガオなどのめずらしい植物
について、時期を捉えた記者発表を行い、多くのメディア
に取り上げていただきました。

 花壇やプランター、鉢植えなどの植替えの都度、花木の
名称を掲示するとともに、めずらしい植物については、詳
しい解説を加えて、本館ホールや入園口付近など、ご来園
の皆様に目に留めていただけるような工夫を行いました。
　また、開花状況等については、分かりやすく、見やすい
内容にするため、ホームページの構成を見直したほか、
「園長花さんぽ」の様子をご紹介するコーナーを新たに設
け、多くのお客様に親しんでいただけるよう努めました。

　花壇やプランターなどの植替えの都度、花や花木の名称
を掲示するとともに、近いグループの植物をまとめて展示
し、ご来園の皆様に分かりやすい説明を行いました。
　また、開花状況については、ホームページ等で情報発信
を引き続き行うとともに、当園で育成した「玉縄桜」等に
ついて記者発表を行い、メディアに取り上げていただきま
した。

　秋に見ごろを迎えるバラ、ダリア、コスモスなどの手入
れを行うとともに、11月には菊花大会を開催し、県内 大
級の多くの作品を間近でご覧いただけるよう展示に工夫を
凝らしたほか、当園で栽培した豊富な品種のキクを園内随
所に配置しました。
　また、展示場前のトイレ補修やはなしょうぶ園の土留め
修復工事を完成させるとともに、歩行者等の安全のため、
園外周に植栽された樹木の重点的な剪定を行いました。

項目

　早春から春に見ごろを迎えるパンジー、アイスランドポ
ピー、菜の花などの手入れを行うとともに、梅園には小道
をつくり、ご来園も皆様が間近で見られるようにしたほ
か、桜などを温室で育てて早く咲かせ、入園口付近や展示
場などに、一日早い春を演出しました。
　また、蓮池のパーゴラ屋根の補修工事や展示場前の路面
舗装の補修工事を完成させたほか、２度の大雪のあとは、
折れている枝の確認を行うとともに速やかに伐採し、入園
者の安全確保と施設の充実を図りました。

　第１四半期は、例年 も入園者数が多い時期に当たりますが、本年度は天候の影響も
あって６月の落ち込みが大きく、結果的に第１四半期は昨年度の93.4％に止まりまし
た。しかし、セミナーの開催回数を増やすとともに、植栽、花壇等のこまめな手入れを
行うなど、来園者の皆様に喜んでいただけるような取組みを行ってきました。
　今後は、夏場の第２四半期を迎えますが、ヤマユリ、ハス、サルスベリ、ヒマワリな
ど見ごろの花を中心にしっかり手入れを行うとともに、来園者が快適に過ごしていただ
けるよう園内の施設整備等に取り組んでまいります。

　第２四半期は、夏場を迎え、例年入園者数は伸び悩む時期ですが、本年度は花壇、展
示などに工夫を凝らし、広報の効果もあって、比較的多くの来園者にお越しいただきま
した。本年度の第２四半期の入園者数は昨年度比で68.3％ですが、昨年７月の無料入園
デーの入園者数を除いて比較すると104.8％となり、異常高温や台風が続いた割には、多
くの来園者に楽しんでいただくことができました。
　今後は、秋の第３四半期に向けて、バラ、ダリアなどの手入れを進めていくほか、ハ
ロウィーン、クリスマスなど季節感を取り入れた植栽の工夫を行うとともに、菊花大会
やフラワーフェスティバルなどのイベントにも力を入れてまいります。

　見ごろを迎えたしゃくやく、バラ、花しょうぶなどが来
園者により親しみを感じてご覧いただけるよう、時間をか
けた十分な手入れを行ってきました。
　また、来園者から改善要望の強いトイレ、排水設備など
の改修に取りかかったほか、通行路の数カ所で「足下注
意」の掲示を増やしました。

　７月に見ごろを迎えるハスの手入れを十分行い、来園者
に開花したばかりの早朝のハスを鑑賞していただけるよ
う、三日間の早朝開園を行ったほか、秋に見ごろを迎える
バラなど、除草や薬散、剪定を入念に行いました。
　また、度重なる台風や大雨に備え、園内の危険箇所の巡
回を行うとともに、台風等の通過後は、職員が協力して倒
木の処理や冠水箇所の補修、不具合設備の営繕などを行
い、早期復旧に努めました。

実績・進捗状況

　来園者が植物に親しみ、安心して鑑賞できるよう、
植栽の手入れ、施設、通行路等の整備や注意喚起など
を適宜行う。



第３・四半期

第４・四半期

総合評価

0467-46-2188

所属長評価

　第３四半期は、秋の開花シーズンを迎え、例年第１四半期に次いで入園者が多くなる
時期であり、花壇などで秋に開花する様々な花木の手入れを進めるとともに、ハロ
ウィーンやクリスマスなどの装飾を職員が手作りで行いました。また、11月のフラワー
フェスティバルでは多くの催し物を実施し、昨年度を上回る数の来園者にお越しいただ
きました。しかしながら本年度は10～11月の土休日に台風を含めて雨の日が多く、入園
者数は、昨年度の83.1％に止まりました。
 今後は、冬場の第４四半期になりますが、早春を彩るウメ、サクラ、クリスマスローズ
などの花木を多くの来園者の皆様に楽しんでいただけるよう、整枝・剪定や植替え、通
行路の整備などを進めるほか、温暖な温室内の植物の手入れもしっかり行うとともに、
園内の施設の補修にも引き続き取り組んでまいります。

　第４四半期は、例年、１～２月は入園者は伸び悩むものの、３月にはパンジーやポ
ピーをはじめ玉縄桜など早咲きの桜が見ごろを迎えて多くの方が来園されますが、今年
度は、２月に２週続けて週末に積雪となったほか、３月も週末に降雨が多く、入場者は
前年度の79％に止まりました。
　しかし、こうした中でも、セミナーの開催を増やし、温室の植栽の手入れや春に向け
て花壇の植替えを進めるなど、入園者の増に向けて取り組んでまいりました。今後、４
～５月はチューリップやぼたん、しゃくやく、バラなどが順次見ごろを迎えますので、
より多くの皆様に植物を楽しんでいただけるよう植栽の維持向上に努めてまいります。

　平成25年度は、土日休日に台風や積雪の影響を受けることが多かったこともあり、入
場者は前年度の86％に止まりました。
　しかし、セミナーや園長花さんぽ等の実施を増やしたほか、愛好家団体の協力による
さまざまな展示会も常時開催することなどによって、植物を見るだけでなく、県民の皆
様がそれぞれに合った形で参加できる植物園運営に取り組みました。
　また、ホームページやブログ、ツイッターを活用して情報発信に努めたほか、路面舗
装の補修、はなしょうぶ園の土留め修復、蓮池のパーゴラ屋根やトイレ・排水設備の改
修などを行い、入園者の安全と快適性の向上に努めました。

連絡先（電話番号）


