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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

室・課（出先機関は所属）名

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主
　　　負担分）及び退職手当相当額が含まれています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

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

所属のホームページ

フラワーセンター大船植物園

第１号様式

所属進行表

フラワーセンター大船植物園長の山元恭介です。

当園では、「神奈川県立フラワーセンター大船植物園条例」に基

づき、県内の花き園芸の振興、及び県民の皆様に対して植物に関

する知識の普及を図るとともに、皆様が植物に親しむ場を提供す

るため、観賞植物等の収集、展示、植物に関する講習会等を行っ

ています。

園長です。

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

項目 (再)配当額

事業費 50,965 554 737 1,287 991 37 3,606

維持管理費 17,297 8,839 13,089 16,985 19,101 3,875 61,890

計 68,262 9,393 13,827 18,272 20,092 3,912 65,496

61,980 39,906 63,131 42,064 207,081

71,372 53,732 81,403 62,157 3,912 272,576

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 18 18 18 18

上記以外の職員 10 10 10 10

計（人） 28 28 28 28

配置職員数

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


Ⅳ　業務実施状況

１　施設利用状況

　　入園者数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

210,000 95,970 17,916 37,983 40,262

203,000 98,725 22,309 38,975 37,287

２　セミナー及び展示事業実施状況

　　県民がより植物に親しみを持ち、生活の中に取り入れるような講習会、展示等を県民の

　ニーズに答えるように、より内容を充実させて開催します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

74 16 13 14 14

75 16 30 14 15

31 10 6 8 38

57 10 6 8 25

58 26 11 10 13

62 26 11 9 16

ラナンキュラス展（3月4日～12日）玉縄桜を楽しもう（2月24日～3月5日）

（前年度実績） 62

花さんぽ 62

（前年度実績） 49

展示会開催回数 60

セミナー開催回数 57

（前年度実績） 75

入園者数 192,131

（前年度実績） 197,296

項目
年間目標
（計画）

開催回数　　　　　　　　　　　(単位：回)

累計

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計
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３　業務実績

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

項目 実績・進捗状況

  来園者が植物に親しみ、安心して観賞し
ていただけるよう植栽の手入れ、施設、通
行路の整備等や注意喚起を適宜行う。

　見頃を迎えたシャクヤク、バラ、ハナショウ
ブ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。
　特にシャクヤクやハナショウブでは、育成さ
れて100年を越える品種について別に表示板を作
成し、お客様に興味を持っていただくように工
夫しました。

　花壇ではマリーゴールド、ペチュニア、ヒマ
ワリ、アゲラタムを中心に植栽し来園者に楽し
んでいただきました。また、夏場に見頃を迎え
たサルスベリやヤマユリについても丁寧な管理
に努めました。特にハナショウブ園について
は、昨年に引き続き育成環境改善のため一部の
土を入れ替えをするとともに、大船系品種を目
立つように植栽位置の変更を行いました。

　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、温室では、この
時期開花する、ポインセチアやシャコバサボテ
ンの手入れを行い、数多く開花させ展示するこ
とができました。また、シャクヤク園では来年
度に備え、生育の悪い部分の土壌消毒を行い堆
肥を入れ、改植を行いました。

　花を間近でご覧いただくためにウメ園に臨時
の通路を作ったり、松に雪吊りを施し、雪国の
風情を味わっていただいた。花壇では冬も花を
楽しんでいただくためにパンジーやビオラを植
栽し、春に備えてチューリップやポピーの植付
けを行いました。

項目 実績・進捗状況

　来園者の植物への関心が高まるように、
花壇等での見やすいラベルの設置や開花状
況等の適切な情報提供を行う。

　花壇での花の植え替え時に花名や由来などを
記載した親しみやすい表示板を掲示するととも
に、鉢植え等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、開花状況等につきましては、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。今年は、Youtubeを利用し
た情報発信にも取り組みました。

　第一四半期に引き続き、植物の名前のラベル表
示を進めるとともに開花状況等につきましても
ホームページ、ツイッター等を活用し、情報提供
を行いました。

　第２四半期と同様に、植物のラベル表示に努め
るとともに、開花状況や園内の催しについては
ホームページやツイッター、正面の掲示板等を活
用し情報提供を行いました。また、フェスティバ
ルでは、来園者の関心を一層引くために園内で採
れた植物の種を配布しました。

　植物のラベル表示について引き続き努めると
ともに、ウメの開花状況や玉縄桜に因んだイベ
ント情報をツイッターや正面の掲示板を活用し
て行いました。



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

所属長評価

　第１四半期は例年最も入園者数が多い時期に当たりますが、本年度は
４、６月の天候が不順だったことなどからやや伸び悩み、入園者数は昨
年度比97％となりました。
　当園の代表的な植物であるシャクヤク、ハナショウブ、シャクナゲ、
バラや、花壇、樹木、温室等の管理を効率的に行い、名札や説明板を新
たに設置しました。愛好団体と連携してサクラソウ、エビネ、サツキ等
春の植物の展示会やセミナーを行いました。ホームページ、ブログ、ツ
イッター、記者発表等により園内の植物や展示の紹介を積極的に行いま
した。これらの結果多くのお客様に植物に親しんでいただくことができ
ました。
　今後は、夏場の第２四半期を迎えますが、ハス、ヤマユリ、サルスベ
リ、ムクゲ、ヒマワリなど見ごろの植物を中心に適正な栽培管理を行う
とともに、展示会、セミナーを実施し、また来園者の皆様が園内で快適
に過ごしていただるよう、環境、安全にも配慮してまいります。

　第２四半期は、夏季の例年入園者数が伸び悩む時期ですが、ハス観賞
早朝開園を実施したり、名札や解説板の設置を進めるなど植栽、展示に
工夫しながらヒマワリ、サルスベリ、ヤマユリなど夏の花をご覧いただ
きました。ホームページや記者発表、園内での掲示など広報活動に関し
ても、見ごろの植物や開花状況を迅速に紹介するよう内容の強化に努め
ました。また７月18日には開園以来の入園者数が1500万人に達したた
め、記念セレモニーを行い、その後写真展、苗配布などの小イベントを
行いました。しかし９月の天候が極端に不順であった影響で、この期間
の入園者数は、昨年度比で76％となりました。
　今後は、秋～冬の第３四半期に向けて、バラ園、花壇、観賞温室など
の管理を進めていくほか、ハロウィン、クリスマス、お正月などに関係
した、季節感を取り入れた植栽、展示を行います。また菊花大会やフラ
ワーフェスティバルなどのイベントや各種セミナーにも力を入れてまい
ります。合わせて来園者の皆様が快適に過ごしてしていただけるよう、
園内の環境整備や安全確保に引き続き取り組んでまいります。

　第３四半期は、春に次いで多くの入園者を迎える秋の花の開花シーズ
ンが含まれるため、花壇の草花や秋に開花するバラ、サザンカなどの花
木類、温室植物の手入れを的確に行うとともに、園内の植物を使ってハ
ロウィーンやクリスマスなどの装飾を職員が工夫して行いました。ま
た、11月のフラワーフェスティバルでは関係団体の協力も得て多様な催
し物を実施し、多くの皆様にご来園いただきました。しかし秋季の天候
がやや不順であったことから、期間を通じた入園者数は昨年度比で97％
となりました。
 今後は、冬から早春にかけての第４四半期になりますが、ウメ、サク
ラ、モモなどの花木類、クリスマスローズ、パンジー、ビオラ、ポピー
などの草花類、洋らん類、ブーゲンビレア、熱帯スイレン、ヒスイカズ
ラなどの温室植物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、植替えなどの管理作業や、わかりやすく興味を引く説明板の
設置、ホームページの内容強化などを進めてまいります。また当園で育
成した早咲きのサクラ「玉縄桜」の開花に合わせて各種の催しを実施す
る予定です。来園者の皆様に、園内の展示を安心して楽しんでいただけ
るよう、環境整備や安全確保にも引き続き取り組んでまいります。

　第４四半期は、パンジー、チューリップ、アイスランドポピーなどの
花壇の手入れや、バラの剪定、改植、ウメ園の小道の設置、モモ、ボタ
ンなどの促成展示、ブーゲンビレア、ヒスイカズラ、熱帯性スイレンな
ど温室植物の適正管理、名札、説明版の設置、セミナーの充実、ガイド
ツアーの強化、ホームページ、ツイッター、ブログによる迅速で詳細な
開花情報の提供などに取り組みました。また昨年に引き続き、当園で育
成した早咲きの桜｢玉縄桜｣の開花に合わせて、２月下旬～３月上旬に
「玉縄桜を楽しもう」というイベントを行い、玉縄桜の夜間ライトアッ
プ、ガイドツアー、スタンプラリー、コンサートなどを実施しました。
その結果、３月の低温など気象条件に恵まれない時期はあったものの、
見ごろの花や展示会の見学、イベントへの参加などで、多くの皆様にご
来園いただきました。第４四半期の入場者数は昨年度比で108％と増加
しました。
　今後、次年度４～５月の繁忙期を迎えますので、ボタン、フジ、シャ
クヤク、バラ、その他見ごろを迎える植物の維持管理や環境整備を進め
て、より多くの皆様に安全で楽しく、植物園で過ごしていただけるよう
努めてまいります。



総合評価

連絡先（電話番号） 0467-46-2188

 平成28年度を通じて、来園された皆様が植物にさらに親しみ、楽しみ
ながら新たな知識を得ていただけるように、植栽管理、展示、講習など
の業務を一層効果的、効率的に遂行するように努めました。多くの皆様
にご来園いただきましたが、年間の入園者数については、秋季の天候不
順などの影響を受け、前年度比で97％、目標数に対して91％となり、目
標をやや下回りました。
　どの季節にも見ごろの植物を観賞していただき、また他では見る機会
の少ない植物を観賞していただけるように、苗作り、植え替え、手入
れ、開花調節などの管理作業を効率的に行いました。愛好団体と連携し
た展示会、セミナーについて、内容の一層の充実を図りました。昨年に
続いて、当園育成のサクラの開花時期に合わせて、２～３月に「玉縄桜
を楽しもう」というイベントを実施しました。。
　ホームページやブログ、ツイッターを活用して見ごろの植物に関する
情報発信をよりきめ細かく行い、また老朽施設の補修、枯れ枝の伐採な
どを行って、入園者の利便性、安全と快適性の向上に努めました。
　次年度は、年度途中から、施設改修による一時閉園が予定されていま
すが、今年度の結果を精査して、一層の業務改善に取り組んでまいりま
す。


