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※ 記載にあたっての留意事項 

 原則、次のとおりとしてください。 

・ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長としてください。 

・ 両面印刷又は両面コピーとしてください。 

・ ページ数が複数となる書類については、通し番号（表紙から１／○とし、以降２／○、 

 ３／○とする通しページ、○には総ページ数を記入）を中央下に表記してください。 

・ 記載欄が不足する場合は、別紙を追加してください。 
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法 人 等 の 概 要 

法人等名
ふ り が な

 株式
かぶしき

会社
がいしゃ

日比谷
ひ び や

アメニス
あ め に す

 

所 在 地 
〒108-0073 

東京都港区三田四丁目 7 番 27 号 
電話番号 03-3453-2401 

代 表 者 代表取締役 小林 定夫 F A X 03-3453-2426 

設立年月日 1971 年 10 月 1 日 

沿  革 

1872 年 創業～東京都葛飾区堀切に庭園業を開始 

1947 年 「有限会社芳梅園」設立 

1950 年 「株式会社日比谷花壇」商号変更（造園土木部） 

1971 年 「株式会社日比谷花壇造園土木」設立 

1991 年 「株式会社日比谷アメニス」商号変更 

業務内容 

・造園土木、一般土木並びに建築工事 

・ゴルフ場建設及び各種競技場工事 

・遊園器具及び体育器具設置工事 

・上記各工事に関連する設計監理、鑑定及び制作販売業務 

・観光施設、スポーツ施設、公園、道路の経営及び受託運営 

・観光施設、スポーツ施設、公園、道路の経営及び受託運営に関するコンサルタント 

・生花、盆栽等の販売並びに業務 

・造花、花器、置物、玩具、室内装飾品、庭園園芸用品の制作販売 

・前各号に附帯する一切の業務 

主な実績 

【自治体・施設名】神奈川県・相模三川公園 

【施設概要】イングリッシュガーデン、パークゴルフ場、軟式野球場、多目的グラ

ンド、噴水、大型複合遊具、鳩川遊歩道 等 

【指定管理期間】H27.4.1～H32.3.31 

【自治体・施設名】神奈川県・おだわら諏訪の原公園 

【施設概要】多目的広場、展望広場、ふるさと農園、ふるさと果樹園 等 

【指定管理期間】H21.4.1～H26.3.31 

【自治体・施設名】東京都・夢の島熱帯植物館、夢の島公園 

【施設概要】熱帯植物館大温室、喫茶、売店、展示スペース、映像ホール、バーベ

キュー広場、多目的コロシアム、陸上競技場 

【指定管理期間】H18.4.1～H35.3.31（3 期目） 

財政状況 

（過去 3 年間につ

いて記入してくだ

さい） 

年 度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

総収入(売上) 9,367,583,947 9,372,381,793 10,325,347,574 

総支出(支出) 9,059,903,339 9,174,941,211 9,917,774,065 

当期損益 307,680,608 197,440,582 407,573,509 

累積損益 1,272,629,210 1,504,947,716 1,882,521,225 

応募に関する担当連絡先 

氏
ふり

 名
がな

 渡邊佳
わたなべか

菜子
な こ

 部署・職名 コミュニティビジネス企画部 

電話番号 03-3453-2401 ＦＡＸ 03-3453-2426 電子メール 
kanako-

watanabe@amenis.co.jp 

(平成 29 年 4 月現在) 
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Ⅰ サービスの向上について 

１．指定管理業務実施に当たっての考え方、運営方針等 
(１) フラワーセンターの主な保有植物の充実  

ア フラワーセンターの主な保有植物の種類数の維持充実による魅力アップの方針、考え方 

 

 

 

 

大船フラワーセンターは昭和 37 年に県内の観賞

植物の生産振興と花き園芸普及を目的に整備され

ました。 

県の農業試験場跡地に整備された歴史を背景に、

大船系と呼ばれるシャクヤク、ハナショウブやその他

国内外から収集、栽培した植物の展示、生産の指

導、優良種苗の試作検定、増殖などの役割を担って

きました。 

 

 

 年間入園者数は昭和 48 年に最高の 40 万人、観賞温室がオープンした平成 4 年に 37 万人を記録して以降、

毎年 25万人前後で推移しここ 5年間では 20万人程度で推移しています。 

 現在でも年間 20 万人に利用されていることから

も、今なお施設の植物たちが多数の利用者の誘客

に足る魅力を持っており、多くの方に親しまれてい

ることがわかります。 

また入園料は金額改定のあった平成 5 年に最

高収入を記録して以降減少傾向にあり、平成 28

年度実績は約 3000万円/年となっています。 

 

 

今後の運営にあたり解消・配慮すべき現在施設が抱える課題として以下の 2点が重要と捉えています。 
 

●関谷分園・観賞温室の廃止による、植物園としての機能縮小 

施設名称から“植物園”が除かれたこと、今年度行われる大規模改修により特徴であった観賞温室機能と関谷

分園が廃止となることに加え、指定管理者制度の導入という大きな転換点をむかえています。 

植物園としての機能が縮小するなかでも花卉園芸の歴史にとって今なお重要な役割を持つ施設であることに

変わりはなく、今後も県民にとって重要な花卉の普及啓発施設の役目を果たし続けていくことが望まれます。 
 

●来園者数の減少と主要な来園者層の高齢化 

平成 28 年度の入園者数 192,131 人のうち有料入園者数は 141,675 人(73.7%)、無料入園者数は

50,456(26.3%)となっています。20 歳以上の有料入園者数は全体の 30％、65 歳以上の有料入園者数は

43％、学生・高校生・中学生の合計利用者数は全体の 14.7%となっています。 

このことから若年層の利用が少なく、65 歳以上の利用割合が非常に高いことがわかります。将来的な花卉愛

好者を育む観点からも、これまで以上に幅広い層の利用者を獲得することが必要です。 
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百万円 千人

１）フラワーセンターの現状 

施設設置の背景 施設の現状 

入園者数・入園料の推移 

入園者数および入園料収入の推移 

施設の課題 

大船系のシャクヤクやハナショウブといった他で

は見ることのできない貴重な植物を筆頭に、玉縄

桜やバラ、シャクナゲ、温室の熱帯植物など、保有

する植物の珍しさと豊富な品種数、一年を通じた

多彩な講座・展示などの魅力を背景に、近隣地域

や県民の皆さまはもちろん、長年県外の遠方から

足を運ばれる花き愛好家のファンの方が多くいらっ

しゃいます。 
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植物園の働きは①調査研究、②栽培育種（技術）、③普及教育

（啓発）の３つにわけて考えることができます。さらにこの３つの活動

を通した花卉園芸文化の育成・保護に貢献することも重要です。 
 

フラワーセンターは植物園の３つの働きのうち、かつては農業試験場として①調査研究、②栽培育種の特色を

色濃く持つ施設でした。その後昭和 37 年の整備を期に従来の働きに加えて③普及教育の役割が加わることとな

り、今回の観賞温室と分園の廃止を受けて③普及教育（啓発）の特色が今後より強まるものと考えられます。 
 

私たちは【調査研究・栽培育種に取組んできた歴史】こそ、今のフラワーセンターの特徴と魅力の根源である

と捉えています。今後は【普及教育とこれに伴う花卉園芸文化の育成・植物保護への貢献】に重きをおいて施

設運営を進めていきます。その中でも施設の歴史を十分にふまえ、かつてこの地で生み出された大船系の植物

たちを育成・次世代に引き継ぎ、全国の植物園と協力して県民の花卉園芸文化の育成に貢献します。 
 

施設運営にあたっては一般財団法人進化生物学研究所所長湯浅浩史氏、玉川大学農学部生物資源学科

教授田淵俊人氏、バラ文化研究所理事長前原克彦氏など各専門分野で活躍されている皆さんのアドバイス・協

力をいただきながら植物の育成・魅力づくりを進めます。 

 

 

 フラワーセンター元来の役割と、新たな事業展開・施設の魅力づくりを期待される民間企業としての立場から、

以下の基本方針を定め事業に取組みます。 

 

 

 

 

●植物の維持・充実と更なる学習機能の強化 

現在保有している貴重な植物を良好に育成し、今後も花卉の観賞を楽しみに施設を訪れる利用者の

期待に応え続ける維持管理・運営を最重要方針とします。 

従来の園芸講習の内容をベースに、一流の専門家が講習・実技指導・展示の企画・実施に携わること

で学習機能を一層レベルアップします。  
 

●植物に興味を持つきっかけづくりと新たな来園者の獲得 

植物の魅力をより多くの人に伝える機会を増やすには、まずはフラワーセンターに訪れた事の無い

人々が足を運びたくなる仕組み作りが必要です。 

“子育て支援”や“生涯学習”“健康増進”といった、花卉園芸普及啓発とは一見異なる分野の切り口か

らサービスを提供することで来園の動機をつくり、フラワーセンターに足を運ぶ中で自然と植物に興味

がわき、好きになる。既に多くいる植物好きの方以外にも愛される施設づくりを行います。 
 

●安定的に施設を運営し次世代に引き継ぐための、経営の最適化と収支構造の構築 

次の世代に安心してフラワーセンターを引き継いでいくために、入園料・駐車場収入を高めバランスの

良い収支構造を構築します。 

入園者の増加を図るため、マスメディアを中心とする広報と施設の話題性を強化します。 

大
船
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
基
本
方
針 

２）フラワーセンターの管理運営方針 

植物園としての歴史をふまえた施設のあり方 

基本方針 
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■提案項目 

内容 記載ページ 

1）主な保有植物の概観 

【大船系植物】及び【大船系以外の保有植物】についての、品種改良の

歴史、現存する主な品種や特徴等 

【シャクヤク・ボタン】 

【ハナショウブ】 

【大船系以外の保有植物】 

 ・ツバキ 

 ・ボケ 

 ・古典植物（マンリョウ、ヤブコウジ、イワヒバ） 

※保有植物全体の管理、保存に関して 

P7 

2）主な保有植物の維持充実方策 

  【現状の課題】 

   【実施されてきた措置】 

  【種類数の維持充実、枯死等による種類減少防止の実行方法】 

a） 執行体制 

（専門家の配置、栽培スタッフの配置、研修計画、技能の伝承） 

b） 管理方法・スケジュール 

c）園内の新ラベルシステム導入、植物分類方法 

ｄ）品種保存の危険分散 

e）樹木医による定期診断の実施 

P9 

3）主な保有植物の展示・公開方法 

【保有植物によるフラワーリレー】 

  ○年間開花カレンダー 

【展示・公開方法】 

 ○特記事項 

P15 

 

 

【大船系植物について】 

明治の日本において、ユリ球根、ボタン、シャクヤク、ハナショウブ等は重要な輸出品目でしたが、当時の輸

出先であったヨーロッパやアメリカではこれらの育種がすでに始まってきており、将来日本に逆輸入される懸念

もありました。これを防ぎ将来も安定した輸出品とするために、大船フラワーセンターの前身である神奈川県農

業試験場では、1906年よりボタン、シャクヤク、ハナショウブ、ユリ、ツツジの品種改良を行いました。 

これらのうち、ボタン、ユリの品種改良事業は中断されましたが、シャクヤク、ハナショウブについては数多く

の品種が発表されました。ツツジについては育成中の品種 7,793 があることが 1925 年に報告されており、当

時最大規模の育種が行われていましたが、収集した交配材料や育成品種は残っていません。 

その後関東大震災や戦災などの混乱により、育種された多くの品種が失われましたが、残った品種がその

後も当園にて保存され、タマナワザクラ（玉縄桜）のように、当園発祥の品種として積極的に周辺地域に拡散さ

せていった品種も含め、その多くが大船フラワーセンターで一般公開されながら保存されています。 

以下は特に大船系品種を代表するシャクヤクとハナショウブについての概観です。 

 

 

３）保有植物の種類数の維持充実による魅力アップの方針、考え方 

1）主な保有植物の概観 
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【シャクヤク（ボタン）】 

 品種改良されたものが明治から大正にかけて 600 品種以上存在しました。そのうち 221 品種が現在も当園

に存在し、大船系シャクヤクは１１５品種（主な大船系品種：玉の台、荒波、大盃、面影、含笑、金雲、賜金、春

色等）が保存されています。 

 大船系シャクヤクは Paeonia lactiflora の系統で、花弁の重なりが多い中晩生品種を中心に、バラエティーに

富んだ形質を備えています。 

（ボタン） 

 ボタンは平安時代に中国から渡来し寺院などに植えられていました。江戸時代になると一般にも普及し、元

禄、宝永時代に多くの品種が作出されました。大船系としての固有品種ではありませんが、フラワーセンターで

は、中国系などを含め約 120種 320株が栽培されています。 
 

【ハナショウブ】 

 ハナショウブについてはかつて 300 品種が存在しました。現在当園に存在する 130 品種のうち、保存されて

いる大船系ハナショウブは３４品種（主な大船系品種：浅芽原、荒磯、浮船、神楽岡、狩衣、草の庵、朽葉等）

が存在します。 

 大船系ハナショウブは主に江戸系ハナショウブから改良されているため類似点がありますが、優しい雰囲気

を持つ六英咲きが多く、“朽葉”のように他の系統にはない色彩を持った品種があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大船系ハナショウブ 品種名 

賎が家居 浮船 春の名残 

湘南 丹頂 さぎの森 

藤壺 御所車 山時鳥 

朝戸開 待宵 文字櫂 

峰の白

雪 
松浦船 花の敷島 

玉の緒 狩衣 女英 
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【大船系以外の保有植物】 

 本園には主な保有品種として 900 品種以上が存在します。それ以外にも、園内全域には合計 5,000 種・品

種にのぼる花卉類や樹木が植栽されており、貴重な植物コレクションとなっています。 

 ・ツバキ 

 日本には太平洋側に「ヤブツバキ」、東北地方の山岳地帯に「ユキツバキ」があり、この二つが親となって現

在の多様な園芸品種が生まれてきたと考えられています。 

フラワーセンターのつばき園には、在来種 250 種、肥後種 30 種、外国種 50 種という、多くの品種が保存され

ています。 

 ・ボケ 

  ボケは平安時代に中国から渡来し本州から四国、九州にかけて植栽、または自生する植物です。温暖地

でよく育ちます。一方クサボケ Chaenomeles japonica、は、バラ科ボケ属の一つ。50cm ほどで実や枝も小振り。

本州や四国の日当たりの良い斜面などに分布します。フラワーセンターにはボケ 5品種、クサボケ 2品種が登

録されています。 

 ・マンリョウ、ヤブコウジ、イワヒバ 

 これら古典植物に関しても、特徴的な品種が保有・保存されています。 

 

 

※保有植物全体の管理、保存に関して 

 前述の通り、本園では植物園としての長い歴史を通じ、多くの植物の種・品種が保有されています。これらは

園内植栽、鉢植、廃止される関谷分園、栽培温室等に分散しており、平成 30 年４月よりリニューアルオープン

するにあたっては、現有植物とリストとの照合、残置の可否等について、検証が必要になると考えられます。指

定管理者への業務引継にあたり県によって既に実施済み、または今後予定されている可能性もありますが、植

物園としての正しい情報の整理は不可欠であり、重要な課題となります。 

よって、引継業務の一環として、以下のように検討委員会の設置を提案します。 

  

名称 
・開催時期 

・頻度 

・主催 

・共催 
参加者 議題 

大船フラワーセ

ンター保有植

物検討委員会 

（仮称） 

H30年 

1月～3月 

方針、方法

が決まるま

で毎月実施 

 

・神奈川県

農政課 

・指定管理

予定者 

・神奈川県 

・指定管理予定者 

（アドバイザー含

む） 

・有識者 

（植物園協会な

ど） 

・県委嘱専門調査

員など 

・保有植物台帳と現存管

理状況の確認 

・継続保有植物の残置

場所の確認と確保方法 

・継続管理が難しい植物

の譲渡先、方法等 
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【現状の課題】 

 大船フラワーセンターの長い歴史のなかで大船系をはじめとした保有植物は保存・維持されてきました。 

 しかしながら保存・維持に関して現状、課題として報告されている事例もあります。 

 そのなかでも私たちは特に下記の内容を課題として認識し、具体的な処置方法を提示・実行します。 

 

 ・県の組織として、栽培技能担当者の交替（転勤）が２、３年おきにあり、栽培技術の伝承が十分行われない

ことが多く、専門家と呼べる人材が不足しており管理技術が必ずしも確立していない。 

 ・ハナショウブについて、生育不良や品種管理の問題などにより、かつての３００品種から現在は３０品種程度

にまで、独自の保有品種が減ってきている。 

 ・大船系品種を「門外不出」としていることもあり、品種保存の危険分散がなされず、唯一、玉川大学農学部

田淵教授によって管理された大船系ハナショウブの品種がフラワーセンターに戻されることによって、当園

の固有品種が保たれている。 

 ・連作障害を回避するためには３年おき程度の土壌の入れ替えや天地返しが必要となるが、予算や引継の

問題もあり、今まで十分に実行されず、貴重な品種が失われることにもつながった。 

 ・ハナショウブに関し、本来弱酸性土壌が適正であるにもかかわらず、実際は ph8-9 とアルカリ化がひどく、

海に近い立地であるため地下水に含まれる塩基が原因であり、地下水による灌水を中止して水道水に切り

替える処置もなされているが、根本的な解決には至っていない。 

・かつては多くの公園に菖蒲園が存在し、ハナショウブの育種家や専門家も多く存在したが、菖蒲園の減少と

ともに専門家も減り、現在では専門家と呼べる人材は皆無に等しくなってきている。フラワーセンターにおい

ても、専門家の指導が十分とは言えない。 

・ハナショウブに隣接して植栽されているクスノキ周辺のハナショウブの生育が不良であり、日照不足が原因と

考えられる。 

・Ｋ（カリウム）成分の過剰とみられる症状がハナショウブで発現したことがあり、かつて施用した肥料について、

カリウム成分が過剰であった可能性がある。 

・ここでしか見られない大船系品種を前面に出した宣伝や展示も考えられるが、実際には地味な存在と扱われ

ている。 

 

【実施されてきた処置】 

・ハナショウブの大船系品種の保存について、玉川大学農学部生物資源学科の田淵教授の協力により、同大

学で栽培、保存がおこなわれるとともに、フラワーセンターで失われた品種の補充がなされた。 

・アルカリ性である当地の井戸水による灌水を中止し、水道水に切り替えた。 

・カリウム過剰が発現したハナショウブについては、単肥施用に切り替えた。 

 

【種類数の維持充実、枯死等による種類減少防止の実行方法】 

a) 執行体制（専門家の配置、栽培スタッフの配置） 

主な保有植物の栽培管理・展示、ならびにフラワーリレーの管理作業、その他植物管理全般の維持管理

については、下記の執行体制により行います。 

植栽管理マネージャーには類似施設等での植物管理実績の豊富な人物を充て、園芸・造園・樹木・芝生

の指導監督にあたります。 

また、各部門における専門家にアドバイザーを委嘱し、適宜助言をもらうことにより、管理水準の維持、改

善策の実行を担保します。 

2）主な保有植物の維持充実方策 
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 ○人員配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人材育成（研修計画） 

フラワーセンターにおける多種多様な植物の栽培管理、品種の保存など、高度な植物管理を行うにあたって

のスキル確保とステップアップのため、主に植栽管理に関わるスタッフを対象に、下表の内容にて研修を行

い、人材の育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人材育成（技能の伝承） 

代表企業日比谷アメニスには現場スタッフの活用・登用の仕組みがあります。フラワーセンターの植栽管理ス

タッフのうち、能力や意欲の高いスタッフについては、技能の伝承と保有という側面からも、ステップアップの機

会を与え、組織としての安定的な技能の伝承を担保します。 

 業務開始時 パークスタッフ検定受検等 昇格試験等 

技能段階 技能の獲得 技能の保有 技能の伝承 技能の確立・

教育 

身分 パート・契約社員 専任職 高度専任職 総合社員等 

 

 

展示植物管理スタッフ
（計９名）

緑地管理スタッフ
（計３名）

【常勤】作業員 【常勤】作業員

保有植物栽培・展示・温
室内植物管理
園内花壇植栽
フラワーリレー植栽

除草、刈込、軽剪定、園
地清掃その他

フラワーコーディネーター
【非常勤】フラワーリレー等の
計画立案、指導

【主な作業対象】
ハナショウブ・シャクヤ
ク・バラ・シャクナゲ・ハ
ス・花壇・熱帯植物他

【主な作業対象】
芝生、低木類、樹木、園
地、サクラ・ウメ・新規植
栽他

アドバイザー(バラ園）
【非常勤】
バラ園管理手法・展示方法
等アドバイス

外部委託 外部委託
アドバイザー（ハナショウ
ブ）
【非常勤】
ハナショウブ植栽、品種保存
等アドバイス

【非常勤】作業員 【非常勤】作業員

高木剪定、繁忙時植物
管理作業補助他

芝生管理作業の一部
スパイキング、施肥、オー
バーシーディング等

【主な作業対象】
外周植栽、園内樹木他

【主な作業対象】
芝生広場

植栽管理マネージャー
【常勤】植物管理責任者

展示植物、緑地、委託作業等計画立案・指導監
督

大船フラワーセンター植物管理スタッフ　研修計画
名称 研修対象者 研修実施者 実施時期等 内容/時間

植物管理基礎研修
展示植物管理スタッフ
緑地管理スタッフ

園長、植栽管理マネージャー
ＣＢ運営部長

指定管理開始時
植栽管理作業内容・方法1.5Ｈ
安全管理1.5Ｈ

ハナショウブ等の品
種・栽培基礎研修

植栽管理マネージャー
展示植物管理スタッフ
その他本社スタッフ等

アドバイザー
玉川大学田淵教授

毎年５月頃
ハナショウブ等栽培の留意点、
品種の特徴他1.5Ｈ

フラワーリレー計画と
園芸植物栽培手法

植栽管理マネージャー
展示植物管理スタッフ
その他本社スタッフ等

フラワーコーディネイター 毎年６月頃
フラワーリレー計画の確認1.0Ｈ
播種・さし芽等の実施方法1.5Ｈ

バラ管理研修
植栽管理マネージャー
展示植物管理スタッフ
その他本社スタッフ等

アドバイザー
バラ文化研究所　前原氏

毎年７月頃 バラの管理手法1.5Ｈ

類似施設への研修
植栽管理マネージャー
展示植物管理スタッフ

訪問対象施設との意見交換等 冬期間
他植物園等を訪問、管理状況
や手法の確認、意見交換等を
実施

植物園と生物多様性
園長、植栽管理マネー
ジャー
他植栽管理スタッフ等

日本植物園協会等による講話 １回/年
植物園としての生物多様性対応
の考え方他2.0Ｈ

植栽管理内部研修
展示植物管理スタッフ
緑地管理スタッフ

植栽管理マネージャー
本社研修スタッフ

随時

日々の栽培管理、品種管理等
を行うにあたっての実行計画確
認
各回1.0Ｈ程度
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b)個別種の管理方法・スケジュール 

 

【管理方法】 

 

aシャクヤク・ボタン 

 肥料が不足すると花が咲きにくくなるので、早春・花期後のお礼肥・秋のタイミングで化成肥

料を施します。うどんこ病・灰色かび病等に弱いため、芽出しの時期に殺菌剤を散布します。ま

た、株の頂点の大きなつぼみを生長させるため、わきの蕾は摘み取ります。さらに花期終了後は

速やかに花がらを摘み取り、株の消耗と病気を予防します。 

b ハナショウブ 

 発蕾から開花中は十分な水分を必要とするため、大船フラワーセンターでは修景効果も考え、

ハナショウブの好む浅い腰水を維持します。また連作障害を防止するため、9 月から 10 月頃に

株分けを行い、植え替えに備えます。肥料は秋に施します。害虫の予防の為、枯れ葉は速やかに

取り除きます。 

c サクラ 

 剪定は 11 月から 2 月に樹形を整えるようにし、生育が旺盛な時期には行いません。太い枝を

切った場合は、切り口に防腐剤を施し、ウイルス系の病原菌の侵入を防ぎます。生育の旺盛な時

期には、モンクロシャチホコやコスカシバの幼虫など害虫に十分注意し、見つけ次第駆除します。

肥料は冬に株元に穴を掘り施します。 

d シャクナゲ 

根が細く乾燥に弱いため、冬から春の地温が上がるまではマルチングを行い、乾燥を防ぎます。

4 月から 5 月にかけての花期が終わったら花がらを摘み取り、枝の生長を促します。また、枝を

剪定するのではなく、芽かきで樹形を整えます。耐暑性が低いため、夏の高温期には寒冷紗など

で 50％程度遮光し対応します。肥料は油かすや化成肥料を花期後のお礼肥と寒肥（秋から冬）

のタイミングで施します。 

e サルスベリ 

サルスベリフクロカイガラムシやうどんこ病など深刻な病害虫に注意します。混みあった枝を

間引いて、風通しと日当たりを良くすることで予防します。伸ばした新梢の枝先に花芽をつける

ため、夏から秋にかけては枝を伸ばし花が終わったら伸びた枝を切り、再萌芽を促すとともに樹

形を整えます。 

f バラ 

 木立ち性・半つる性・つる性と樹形によって 3 つのタイプに分類され、剪定の方法はそれぞれ

のタイプによって異なりますが、12 月から 1 月にかけて行います。共通の管理方法としては、

生育期に液体肥料や発酵油かすの固形肥料などの置き肥と、冬に寒肥として固形肥料を施すこと

と、花がら摘みが挙げられます。また、シュート（新梢）を切ることによって樹形を整えます。 

 腐敗病を予防するため、常に水を張った状態を維持し、枯れ葉は速やかに取り除きます。生長

が旺盛な 4月から 9月頃は月に一回程度、緩効性化成肥料を追肥します。 

g ウメ 

 より多くの花芽をつけさせるため、剪定が大切な作業となります。具体的には花が終わった時

期に太い枝を切り、仕立て直すことで新たな芽をつけさせます。生長が旺盛な 6 月から 7 月にか

けては徒長枝を切り、混みあった枝を整枝するとともに風通しを良くすることで病害虫を予防し

ます。冬の落葉期には樹形を整える剪定を行います。また肥料は、花の咲く前に寒肥として株元

に追肥します。 

h ハス 

 成長を開始する 3 月頃に植え替えます。新芽をつけた塊茎を 3～4 節に切り取り、容器の底に

水平に植えつけます。掘り上げの際に新芽や塊茎を傷つけないことと、乾かさないことに注意し

ます。 

 また、病気の原因になるので、茶色く枯れた葉は取り除いておくようにします。 
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 年間管理等スケジュール 

　年間主要作業項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
ハナショウブ

　　 芽だし 開花期 株の充実期 休眠期
　薬剤散布（ずい虫防除）
　地植・鉢植管理
　　施肥

敷草、小鉢植付 　補植、本鉢定植

　年間主要作業項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
シャクヤク

　　 　　芽だし 　　開花期 株の充実期 休眠期
　芽かき・摘蕾
　薬剤散布（灰色かび病他）
　地植・鉢植管理
　施肥
　植付け・株の更新

　年間主要作業項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
ウメ

　　開花期
　施肥（寒肥）

　　　　強剪定 　　　徒長枝切り戻し 樹形整枝

　年間主要作業項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
サクラ

　　　　玉縄桜 ソメイヨシノ他
　施肥（寒肥）

樹形整枝

　年間主要作業項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
シャクナゲ

　　　　開花期
　植替え
　芽かき・摘蕾
　遮光
　　施肥 　５０％程度

　年間主要作業項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
バラ（詳細は別途「バラ園管理スケジュール」参照

　　 　　開花期 　　開花期
　薬剤散布
　施肥
　剪定・誘引
　植付け

　年間主要作業項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
ハス

　　　開花期
　植付け・植替え
　芽かき・摘蕾

１回/月程度

　年間主要作業項目 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
サルスベリ

　　　　　開花期
　剪定
　施肥

　状態

　状態

　状態

　　施肥

　状態

　状態

　　株分け・植付け

　状態

　状態

　状態

　剪定

　剪定
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c）園内の新ラベルシステム導入、植物分類方法 

大船フラワーセンターの植物の最大の価値・魅力は近代花き育種の始祖、宮澤文吾氏が育成したシャ

クヤク・ハナショウブをはじめとする品種コレクションです。園内のコレクションは関谷分園と脇坂誠

氏らをはじめとする代々の場員の尽力により維持保存されてきた貴重なものです。 

今回大船フラワーセンターがリニューアルオープンし、指定管理者制度による運営に移行するのに伴

い、私たちは、ラベルシステムの第一人者でありかつ地元鎌倉市の企業である（株）アボック社と全面

的に連携し、以下の園内ラベルシステムを共同開発し、フラワーセンター内に導入します。 

【目標】 

 園内サインやラベルと ICTを連携させた多様な情報伝達手段で以下の二つを目標とします。 

→1）最新の園芸植物の展示に加え、いまある植物コレクションの多様性と、ここに生きづく歴史、

文化・物語（ストーリー）を、国内外の来園者と次世代に伝え残していく。 

→2）来園者を安全・快適に導くことで園内を満喫してもらいリピーターを増やす。 

【手段】 

・多言語化・防災対応を踏まえた園内サインの統一計画とプロデュース 

・園内コレクションの価値を伝える植物名ラベルの標準化計画と実施 

（実施の具体例） 

・スマホとサインを使ったデジタルクイズラリー 

（すでに鎌倉市公園協会と試験運用している事業と同様のもの） 

・デジタル樹名板の試験設置（ＱＲコードにスマホをかざすと植物の特徴がスマホに表示される） 

・アボック社が運営する花サイト『はなせんせ™』・Web植物辞典『花ペディア™』とのコンテンツ連携

や、花の美術館、写真レンタル（Abocライブラリ）のコンテンツを使った展示協力 

・大船フラワーセンターと㈱アボック社との相互ホームページリンク 

 

【植物分類方法】 

植物園としての植物分類（台帳記載）については従来通り「新エングラー体系」を維持する想定で

す。ただし分類手法、指定管理者としての役割につきましては、平成 30 年 4 月の運営開始までに神

奈川県との打合せおよび引継を受け、業務内容を協議させていただくものと理解します。 
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d) 品種保存の危険分散 

 大船フラワーセンターの保有品種（特に大船系品種）については、今まで門外不出の扱いであったた

め、一部の例外を除き、園外で品種の保存が行われることはありませんでした。しかしフラワーセンタ

ーの管理運営が指定管理者に移行するのに伴い、可能であれば保有品種の一部を「危険分散」の観点か

ら複数の箇所にて保存する計画を立案・協議したいと考えています。 

 玉縄桜については、その存在をより広くＰＲすることが本園の宣伝にもなることから、希望する場所

や施設を募り、さし穂で殖やした苗木を配布するなどの活動も行っていきたいと考えます。 

 （下表） 

 

危険分散方法 対象植物 方法  

グループ指定管理等現場での品種

保存 

ハナショウブ、シャ

クヤク、ボタン他 

同一指定管理者による各現場（圃場

等）での品種保存 

要協議 

（自治体・神

奈川県） 

植物園協会を通じての品種保存 

（ナショナルコレクション等） 

ハナショウブ他 植物園協会のナショナルコレクション

（品種保存）制度等を活用しての全

国の植物園での品種保存 

要協議 

（神奈川県・

植 物 園 協

会） 

外部研究機関（大学等）による品種

の保存【継続】 

ハナショウブ 玉川大学農学部田淵教授による本

種保存を継続依頼 

今後、指定

管理者との

協定 

愛好家団体との交流による品種保

存 

ハナショウブ 日本花菖蒲協会等への品種預託 要協議 

 

 

e)樹木医による定期的な樹木診断の実施 

フラワーセンターに植栽されている樹木は多種多様であり、枯死等を

防ぐ効率的な管理を行うためには定期的な樹木診断が必要になります。 

私たちのグループには多くの樹木医が在籍しており、フラワーガーデ

ンの樹木に関してはスタッフの日常的な点検に加え、定期的に樹木医に

よる樹木診断を実施し、保有植物の枯死等を事前に防ぐとともに、良好

な生育のために必要な処置を施します。 
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 【保有植物によるフラワーリレー】 

 ○年間開花カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

剪定期開花期 植え付け・植え替え適期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a ウメ 45品種 大盃,玉牡丹,初雁等
混みあった枝は剪定し、

風通しを良くする。

b サクラ 45品種 玉縄桜など 太枝は切らないようにする。

c シャクナゲ 200品種 県育成品種等 剪定は避け、芽かきをおこなう。

d シャクヤク
200品種

2000株 大船系など
鉢は２,３年に一度植え替え。

地植えは基本据え置き。

e バラ
350品種
1500本

オールドローズ,つるバラ等
花期は品種によって異なる。

秋季は弱剪定。

f ハナショウブ 150品種 大船系,江戸系,肥後系,伊勢系
花期直後に株分けし土壌改良。

連作障害に注意する。

g ハス 大賀ハスなど 植え替えは毎年が望ましい

h サルスベリ 約40品種 県育成品種「ディア」シリーズ等
カイガラムシとうどんこ病に

特に注意する。

備考エリア 名称
品種数
株数

使用品種
年間スケジュール（月）

玉縄桜（早咲き） 中咲き 遅咲き

秋季剪定冬季剪定・誘引

強剪定 従長枝の剪定 整枝剪定

3）主な保有植物の展示・公開方法 

a

b

c

c

d

e

f g
h

50m

a ウメ

b サクラ

c シャクナゲ

d シャクヤク

e バラ園

f ハナショウブ

g ハス

h サルスベリ
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【展示・公開方法】 

ハナショウブ等の育種に大きな功績のあった宮澤文吾氏は、その論説の中において、ハナショウブの栽培

は、鉢に植えて床の間に飾る日本流の方法は捨て、多くの同一品種を広い場所に植えて、多数の人士に観

覧せしめるべき、ただし企画者が無いことが目下の難点と述べています。現在の大規模花修景とも呼ばれる鑑

賞方法の先駆けの考え方であり、氏の思いは大船フラワーセンターでも継承していきたいものです。 

 

■展示・公開方法 

大船フラワーセンター全園にわたる各エリアの植栽管理内容と展示方法については、後掲する『四季

を通じた花き等の維持・充実、エリアごとの改善案、植栽案およびフラワーリレーの実現』にて述べる

こととしますが、ここでは展示・公開方法等の特記事項について記載します。 

 ○ハナショウブ 

現在ハナショウブが植栽されているのは園内を南北に貫く水路の中になりますが、ハナショウブを見

せる景観としては、広がりのある空間（水田や自然の池沼など）が望ましく、将来的にはそのような

空間への改造を提案させていただきたいと考えます。そんな中、以下について提案します。 

◆ハナショウブのライトアップ 

  全国でも一部の菖蒲園で行われている夜間のライトアップを大船フラワーセンターで 

 も実施します。灯籠やぼんぼりなど明かりを工夫することで雰囲気を創出し、ハナショウブの時期の

新たな夜間入園者発掘への足掛かりとします。 

◆ハス開花期の早朝開園 

  現在も実施されているハスの開花期の土日早朝開園を引き続き実施します。また、アサガ 

 オ等季節感にあふれた早朝ならではの植物を他にも展示に加え、利用者に楽しんでいただきます。 

◆バラ園 

日比谷アメニスはアメリカの「THE HUNTINGTON Botanical Garden：ハンチントン植物園」からアジアで初めて

世界有数のバラ園として認定された佐倉市の「佐倉草ぶえの丘」のバラ園の管理を長年行ってきました。また、同

じく国内有数のバラ園である国営常陸海浜公園のローズガーデンの管理に現在も関わっています。 

これらの経験を活かし、特に「佐倉草ぶえの丘」で指導的立場にあるバラ文化研究所の前原理事長にアドバイ

ザーとして指導を仰ぎ、フラワーセンターに関しても品種の追加や景観の見直しなど、新たな魅力を加えます。 

〇年間管理                                    ○佐倉草ぶえの丘 バラ園の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇2014Great Rosarians of the World XIV Rose Garden Hall of Fame（バラ園殿堂入り）受賞 

〇17th World Convention of Rose Societies 世界バラ会連合世界大会で「優良庭園賞」受賞 
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○ケミカルフリー品種の導入を推進 

 バラの管理には農薬（殺菌剤・殺虫剤）の使用が不可欠となりますが、環境問

題への世界的な意識の高まりもあり、欧米などではケミカルフリーの品種（農薬

を使わなくても栽培可能な品種）が多く出回り、世界的な潮流となっています。 

 フラワーガーデンのバラ園についても、これらケミカルフリー品種の導入を順

次進め、減農薬管理への移行を進めていきます。 

（例）耐病性があり、特に黒星病には強い抵抗力を持っているので、栽培が容

易で丈夫な品種。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 四季を通じて花き等を観賞できる魅力の維持  

ア 四季を通じて花き等を観賞できる魅力の維持に関する方針、考え方 

 

■提案項目 

内容 記載ページ 

1) 四季を通じた花き等の維持・充実 

エリアごとの改善案、植栽案およびフラワーリレーの実現 
P18 

2) 観賞植物の充実 

  【桜の園の充実】 

   【日本最古のソテツの展示】 

P23 

3）花木・樹木の管理手法 

【独自のファンクショナルトリム手法の導入】 
P25 

4）無加温室内植物の管理と展示 P26 

5）バックヤードの活用方法 P27 

6）フラワーコーディネーターの配置 

 役割・資格・経歴 
P28 

7）装飾花壇、新品種見本園の管理 

 ガーデンデザイン専門学校・種苗会社、愛好家、生産者、日本スイセン協会など

との連携 

P28 

8）芝生広場の高水準なエバーグリーン P29 

９）「魅せる」管理作業 P30 

10）生物多様性保全の推進 P30 
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 現在フラワーセンターには主な保有植物、バラ園や各種花木類、草本植物や花壇植栽など多種多様な植栽か

らなる四季折々の花を楽しむことができます。私たちは「花しるべ」となるべく、多くの花で、多くの来園者を迎え

入れたいと考えます。植物公園らしい、多種多様な花が次々に咲く風景が実現すれば、フラワーセンターの「花

の公園」としての人気を一層高めることができると考えます。 

 実施にあたっては十分な現地調査と段階的な計画・実施、ならびに県との協議を行いますが、ここにエリアごと

の新たな提案を行うものです。 

フラワーコーディネーターが計画の策定と実行の監修にあたります。 

 

 

 

1）エリアごとの改善案、植栽案およびフラワーリレーの実現 
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エリアごとの改善案、植栽案およびフラワーリレー

記号 エリア名称 現状/主要植栽等 追加改善策/追加植栽等 効果等 春（３-５月） 夏（６-８月） 秋（９-１１月） 冬（１２-２月） 備考・５か年計画

a ウメ園

梅園、「鹿児島紅（かごしまべ
に）」や枝垂（しだれ）性でがくが
緑色の「緑萼枝垂（りょくがくしだ
れ）」など45品種50本、開花期
以外は閉鎖

園路沿いのチャノキの低生
垣をボタン園周辺に移植あ
るいは撤去、ウメの根元周り
に一部小型西洋スイセン（テ
タテート）を補植

・梅園の閉鎖感をな
くし開放的に。
・ウメと相性のいい小
型スイセンとの組み
合わせで花のボ
リュームアップ

２年目以降実施

b
サクラ
林床ボー
ダー

サクラ（玉縄桜その他）
林床ボーダー
（ギボウシ類、サルビア類、ハマ
ユウ、ヘメロカリス、キキョウ、ス
イセンノウ、クリスマスローズ、ア
ガパンサス、ノカンゾウ、ワトソニ
ア、クガイソウ、クリヌム・ポウエ
リィ、シャスターデージー、イソギ
ク、ハマギク他）

フリチラリア（フリチラリア・イ
ンペリアリスやフリチラリア・メ
レアグリスなど）の追加植栽

林床ボーダーに話
題性と華やかさが加
わる

２年目以降実施

ｃ シャクナゲエ
リア

やや奥まった立地とともに、盆
栽棚や他の樹木などの干渉も
あり、シャクナゲの木立が見栄
えのあるものとなっていない。

シャクナゲは開花後の芽か
き（場合によっては剪定）を
実施するとともに、周囲の樹
木の枝透かし等も併せて実
施。
盆栽棚は他へ移動。

一時的でもガーデン
の主役になるポテン
シャルを有するシャ
クナゲを、見せる管
理に徹して再評価を
受ける

１年目より実施

ｄ
シャクヤク園
ボタン園

大船系多品種を含むシャクヤク
が植栽される。改修工事対象エ
リアとなっている。
200品種、２千株と全国一の規
模

半日陰程度の環境の方が
シャクヤクに向いており、改
修後、適度な緑陰用高木植
栽も検討する。
また、簡易な観賞用通路も
検討

良好な生育環境と観
賞環境の整備

リニュアル後の状況
により計画立案

e バラ園

原種、オールドローズ、四季咲
きのモダンローズ、つるばら約１
２００株、３５０品種を系統ごとの
特性を生かしつつ景観を重視し
た立体的な植栽を。神奈川で
育成されたバラなどいくつかの
コーナーがあり、芳香種が多い
のも特徴。

バラ園管理の頁参照
バラ園アドバイザーなどの意
見も参考に、集客力のある
バラ園の維持充実に努める

ｆ
ハナショウブ
園

「大船系」の他に「江戸系」、「肥
後系」、「伊勢系」があり、栽培
数は約１６０品種、１３００株。

ハナショウブ管理の頁参照
キショウブの扱いについて要
検討（交雑種のもとになるた
め）
また、観賞用の苑池というよ
りは用水路のような趣きであ
るため、将来的な改修も提
案したい。

１年目より実施

ｇ スイレン池
スイレンやハスが植栽される池。 アクセントとしてオオオニバス

の導入も検討する。
話題性、イベント活
用

ｈ サルスベリ
園

夏を代表する花木のサルスベリ
とブッドレアを中心としたエリア
林床にスカシユリ、大杯スイセン
（ヨハンシュトラウス）、八重咲き
スイセン（オブタム）、スプリットコ
ロナスイセン（オランジーナ）、房
咲きスイセン（ガリル）等が植栽
されている。

大木になり特徴的なシマサ
ルスベリの導入を検討

話題性、景観上のア
クセント

　　　　　　　２年目よ
り

i
ハナモモ・ム
クゲ園

ボケ・ハナモモ・ウメ・ムクゲ・ス
イフヨウ・サクラ等が植栽される
エリア
外周はマテバシイ列植、サクラ
は玉縄桜やカンヒザクラ、他に
ザクロ数品種やハマボウなどの
植栽、小さな日本庭園風の箇
所もある。

神奈川県で育成された照手
姫など十品種以上が植栽さ
れているが、生育状態が悪
いものが多いため、さし木に
より次世代苗を栽培・定植す
る。
また、ザクロに付いては観賞
に適するよう剪定を行う。
林床に通路を設け、サクラや
ウメ、ハナモモなどを観賞で
きるようにする。
小型の日本庭園風スポット
については、石組み等の修
繕。
アジサイとスイフヨウの組み
合わせなど、ボリュームと華
やかさのある植栽の工夫も
行う。

サクラやモモ、その
他花木類や植栽さ
れている植物の展示
環境の改善

２年目より実施

花期

ウメ

フリチラリア（インペリアル

小型スイセン（テタテー

剪定したシャクナゲの例

スイレン

ハス

スイセン ユリ

生育が思わしくないハナモモ ザクロの良好な剪定

アジサイ+フヨウの組み合わせの例
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ｊ もみじ山

カエデ類、シャクナゲ、サツキ類
が植栽されている、ただしスダ
ジイやケヤキなどの大木に被圧
され、鬱蒼とした樹林地となって
いる

スダジイ、ケヤキなどの高木
を一部伐採および剪定し、
カエデ類やサツキ類の日照
改善を行う。
また、人のほとんど歩かない
園路を明るく整備する。

もみじ山として、秋の
紅葉などを楽しめる
景観を取り戻す。

１年目より実施

ｋ
宿根ボー
ダー花壇

ジンジャー、ユーコミス、ヒメオウ
ギスイセン、アカンサスなど宿根
草本類が植栽されている。

林縁部らしい環境を活かし、
スズラン、アマドコロの小群
落を新たに加える。

話題性と新たな林縁
部空間を創出する。

２年目に実行計画
策定

ｌ
宿根ボー
ダー花壇そ
の２

イブキの林床、ツツジの植え込
み等

新たにダリア園として植栽を
行う。
種子系ダリアやガーデンダリ
アを中心に植栽

シャクヤク、ボタンと
似た雰囲気を持つ
ダリアを新たに見せ
る場所として植栽計
画に加える。

１年目に実行計画
策定

ｍ ハス池花壇
１

夏花壇として、カンナ（トロピカ
ルコーラル、トロピカルイエ
ロー、トロピカルホワイト）が植栽
されている。

地植えにてカンナ植栽を継
続する。

ハスやハス池花壇２
とあわせ、夏花壇と
しての見どころを維
持

１年目より実施

ｎ ハス池花壇
２

夏花壇としてアガパンサス、ビ
ジョザクラ、ヒマワリが植栽されて
いる。

ボリュームアップとしてハク
チョウソウを追加植栽

ハス池裏広場の花
のボリュームアップに
つなげる

１年目より実施

o 花の築山

ロックガーデン、モクレン、シャク
ナゲ、ツツジなどが植栽される
築山
改修工事対象エリア

リニューアル工事完了後に
管理計画策定

１年目に計画策定

ｐ
花の築山２
（谷部）

雑木林風、あるいは山野草園
風の植栽エリア
改修工事対象エリア

リニューアル工事完了後に
管理計画策定

１年目に計画策定

o´ スイレン池
スイレンなど水生植物が植栽さ
れる池
改修工事対象エリア

リニューアル工事完了後に
管理計画等策定

なお、桜広場としてのリ
ニューアルに際し玉縄桜等
が植栽されると思われるが、
八重桜発祥の地である鎌倉
にちなんで、鎌倉桜（桐ケ谷
普賢像）の積極的な植栽を
提案。

１年目に計画策定

ｑ
レストハウス
エリア

レストハウス、花卉販売所、花時
計等の周囲、外周部にかけて
大木が繁茂する。

クス、メタセコイア等の樹木
について、一部を強剪定ま
たは間伐し、日照の確保と
解放感の演出を行う。

一方、日本最古とされるソテ
ツが鎌倉市内に存在するた
め、当該ソテツの株のもらい
受け等を交渉、可能となれ
ば本エリアに由来の解説とと
もに植栽。

エリア全体の明るさ
を確保、またその後
の林床の活用も検
討していく

１年目に計画策定、
協議

ｒ
エントラン
ス・和風庭
園エリア

エントランス右側部分に展示、
植え込み、立体花壇、和風庭園
が存在

立体花壇については設置を
再考。シンボリックな樹木の
新たな植栽と、季節ごとの見
頃の花の鉢植えなどの装飾
による記念撮影スポットとし
て活用。
また、園芸種苗会社に呼び
かけ、新品種等の展示見本
園としての活用を検討。
和合の庭に関しては、シダレ
エンジュが見事な樹形を保
ち風格もあるため、園路側か
ら観賞しやすいよう手前の植
え込みを整理する。

１年目に計画策定、
協議

紅葉
現状のもみじ山

ドイツスズラン他

ダリア園：神代植物公園にて

切り戻

現況植栽

ハクチョウソウ

現状

現状
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s 芝生広場
憩いやイベント会場として、常緑
の芝生が維持されている。

維持管理手法については
「芝生管理」頁参照。
また、芝生広場の一角（現在
コニファー類が群植されてい

るあたり）に「五感で感じる
フラワーガーデン」の新
設を提案。
視覚障害の方などにも植物
の香りや触ってみての感触
を楽しんでもらえるよう、点字
解説板とともに新設する。
（ジンチョウゲ、クチナシ、カ
ラタネオガタマ、キンモクセイ
など）
花のアーチにはヒョウタン、
セイヨウアサガオを植栽

植物の魅力のひとつ
「香り」についても興
味や関心を持っても
らうとともに、視覚障
碍者等にも来園いた
だく動機や楽しみに
つなげる。

１年目に計画立案・
協議

ｔ 無加温室

熱帯温室から無加温室へ用途
変更。植栽の一部は残り、他は
他施設への譲渡や処分が行わ
れる見込み。空きスペースは展
示等に活用。

残る植栽については、
リニューアル工事完了後に
管理計画立案。（当社が管
理する夢の島熱帯植物館の
無加温スペースの管理手法
等も参考にする）
空きスペースについてはイ
ベント・講習会等の場所とし
て、また一部は自主事業（別
途計画書参照）の占用ス
ペース、また休憩スペースと
して活用。

無加温温室となって
も、冬越しの難しい
熱帯系の植物を除
き、植栽スペースとし
て引き続き観賞でき
るとともに、新しい利
用の場所として活
用。

１年目より実施

u ピクニックグ
ランド

芝生広場内に藤棚、サクラ（ト
チュウや玉縄桜の原木含む）、
プラタナス、イギリスナラ、セイヨ
ウシデ、ユリノキ、トチノキ、ケヤ
キ、ネム、マメ科植物等が点在
して植栽されている。

混植で生育不良となってい
るケヤキは間伐、
また、将来はマメ科植物の広
場として植栽に特徴を持た
せることも検討。

広場としての機能維
持と、植物園的な特
徴ある広場としての
将来構想。

１年目より実施

v つる植物の
トンネル

ムラサキナツフジ、ムベによるト
ンネル

繁茂旺盛でトンネルが暗くな
り過ぎているため、フジはあ
る程度枝を整理する。
また、一部ブドウも加えて多
様なトンネルとする

景観上の変化と植栽
の多様化

２年目より実施

w
アジサイ
ボーダー花
壇

イブキの低い玉造を縁取り植栽
とし、ヤマアジサイを含むアジサ
イの品種が植栽され、アセビな
どの低木もアクセントとして植え
られている。

アジサイの品種充実（追加
植栽）を行う。

アジサイ品種の充実 ２年目より実施

x ハギエリア

マルバハギ、ケハギ、ヤマハ
ギ、ツクシハギ、ニシキハギ、ス
イセン、スノーフレーク等が植栽
されている。

一部トンネル仕立て（ハギの
トンネル）とする。
追加植栽としてリュウキュウ
ハギを加える。

ハギの見せ場として
明確なゾーニングを
行い、さらに新しい
魅力も加える。

２年目より実施

y
ハナショウブ
水路終末左
岸

シダレザクラ、クロマツ、アジサ
イ等が植栽されている水路沿い
エリア

歩行可否が不明確なエリア
となっているが、新たにベン
チを設置するなどして、歩行
可（休憩）エリアとして位置付
ける

利用可能（歩行）エリ
アの拡大と明確化

１年目より実施

z
ハナショウブ
水路終末右
岸丘

オンツツジ、サクラツツジ、ヒマラ
ヤザクラ、玉縄桜、ムクゲ、ユキ
ヤナギ、シジミバナ等の植栽さ
れている丘

案内板の充実とベンチ等の
設置

くつろげる場所として
の設定

利用状況を見なが
ら２年目以降実施

A ツバキ・サザ
ンカ園

ツバキおよびサザンカの品種が
植栽されているエリア

鬱蒼と混み合っており、一度
強剪定を行う。
また、イチョウなどの上木もか
なり繁茂しているので、あわ
せて高木の剪定も実施す
る。

剪定によるリニュー
アル効果

２年目より実施

B

芝生広場花
壇
【別図・別
表】にて

１年目より実施

現状

現状

例

剪定を行っているツバキ園：神代植物公園
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Ｂ（花壇）　追加植栽フラワーリレー一覧

面積（㎡）現状植栽 新規導入予定植物 春（３-５月） 夏（６-８月） 秋（９-１１月） 冬（１２-２月） 備考

A 14.4

ニオイヒバ（ゴールデング
ローブ）
ベゴニア、マリーゴール
ド、チューリップ

ミニバラ（四季咲き）
面積の
１/３程度

B 14.4
コスモス、マリーゴール
ド、スノーポール

A 10.0
マリーゴールド、チュー
リップ、ネモフィラ

アネモネ

B 13.0
サルビア、ハナビシソウ、
チューリップ

アネモネ

A 9.0 マリーゴールド ダリア 面積全体

B 7.0
ペチュニア、ビオラ、ルピ
ナス

ラナンキュラス 面積全体

A 10.0
ペチュニア、ビオラ、ルピ
ナス、ビオラ、ルピナス

ラナンキュラス 面積全体

B 12.0 マリーゴールド ダリア 面積全体

A 22.0
マリーゴールド、アイスラ
ンドポピー

シネラリア（サイネリ
ア）

B 22.0
サルビア、ハナビシソウ、
チューリップ、ムシトリナ
デシコ

シネラリア（サイネリ
ア）

A 8.0 ベゴニア、ハゲイトウ ヒマワリ
B 7.0 ベゴニア、ハゲイトウ ヒマワリ

計 148.8

従来の花期
追加の花期

追加花期/スケジュール

面積の
１/２程度

面積の
１/4程度

面積の
１/4程度

①

②

③

④

⑤

⑥ 播

播さし

球根植

球根植

播

植付

球根植球根堀
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【桜の園の充実】 

 このたびのフラワーセンターリニューアル整備工事により、スイレン池が埋め立てられ、「玉縄桜広

場」が新設されるとされています。 

 Ｈ30年４月以降の管理計画、活用計画等はリニューアル後の姿が明らかになってから再検討すること

になりますが、現時点で提案させていただく事項は下記の通りです。 

前掲「エリアごとの改善策、植栽案およびフラワーリレー」にも一部記述 

 

○鎌倉桜（桐ケ谷 普賢像）の植栽 

 玉縄桜広場には玉縄桜が植栽されると思いますが、鎌倉が八重桜発祥の地であることにちなんで、鎌倉桜（桐

ケ谷 普賢像）の積極的な植栽を提案します。魅せるという視点を持って、効果的な配植計画を提案します。 

 

 鎌倉桜（桐ヶ谷桜；きりがやざくら） 

 鎌倉桜（桐ヶ谷桜）は、材木座の桐ヶ谷が原産といわれる桜で、母種は伊豆大島の大島桜。 大島桜

は成長が早く、薪として使用されたことから「薪桜」（たきぎざくら）とも呼ばれ、伊豆半島、三浦半

島、房総半島などに自生する大島桜は、薪にするために持ち込まれたものと言われています。 

 １２３２年（貞永元年）、鎌倉の材木座には和賀江嶋が築港され、多くの出船入船で賑わっていたそ

うです。 

 そんな材木座にも大島桜が持ち込まれ、その増殖の過程で

誕生したのが「桐ヶ谷」（きりがや）とのことです（突然変

異種）。 

 室町時代には、足利尊氏によって京都御所の左近の桜とし

て植えられたと伝えられています。 

 通常、桜の花びらは５枚ですが、桐ヶ谷は５枚から８枚ほ

どの花が混生しています。後水尾天皇は、この桜は八重なの

か一重なのかを確かめるために御車を返したのだといいます。 

また、御車を返してその美しさを楽しみ、そのために「桐ヶ

谷」は「御車返し」（みくるまがえし）とも呼ばれています。

フラワーセンターにて開花の桐ケ谷桜 

 

（普賢象；ふげんぞう） 

  鎌倉に室町時代からある品種で、普賢菩薩を祀る堂の横

に咲いていたことから「普賢堂」と呼ばれるようになり、の

ちに「普賢象」と呼ばれるようになったものです。 八重桜

では日本最古の品種。      大島桜の突然変異で、同

じく金倉原産の桐ヶ谷の後発品種です。 

 室町幕府３代将軍の足利義満は、京都仁和寺辺りに植えら

れていた普賢象の美しさに心を打たれたとされます。 

 花の中心に象の牙に似た緑色の雌しべが二本伸びているこ

とから普賢象と呼ばれるようになったのだともいわれていま

す。 

2）観賞植物の充実 

フラワーセンターにて開花の桐ヶ谷桜 

フラワーセンターにて開花の普賢象桜 
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【玉縄桜の充実】 

玉縄桜（たまなわざくら）は、大船フラワーセンター にて染井吉野（ソメイヨシノ）の早咲きのも

の中から選ばれ育成されたもので、1990年（平成 2年）に品種登録されたサクラの園芸品種です。「玉

縄桜を広める会」によって植樹も行われ、フラワーセンター園内各所にも原木を含めて植栽されていま

す。夜間のライトアップも行われ、開花期がソメイヨシノよりかなり早く、２月中旬から３月上旬とな

るため、花の少ないこの時期に咲く、特徴的な桜です。 

 

○玉縄桜を広める会に関して（自治会長他ヒアリング結果） 

  ・３年の里親制度で周辺に 300本ほど植えた 

  ・現在里親が減った。玉縄桜を広げる目的で、達成したという理由から解散。 

  ・植栽場所と個体によって開花時期が微妙に違う。早いものは２月１日から咲く 

  ・武田薬品の研究所に１００本植えてあるが、大きく育たない。 

  ・湘南鎌倉病院に１０本植えてある。病院が研究所の土地を最近買い、そこに２５本ある。建物が完成したら植

え直す。 

  ・３小学校、１中学校、他に 15-16本植栽。 

  ・ソメイヨシノの名所でもある谷戸池周辺に１０本植栽。 

 

 ○玉縄桜を広める活動 

  早咲きの桜として有名な“カワヅザクラ”の、地元河津町の桜による集客力は大きく、カワヅザクラが各所の遠

隔地に寄贈され植栽されている中でも、名所としての地位は保っています。 

 玉縄桜に関しては、知名度や植栽本数が低いので、今後名所としての地位と知名度を上げていく方策が望ま

れるところです。私たちは指定管理者として、玉縄桜の知名度と集客力向上に寄与したいと考えています。 

・フラワーセンター内でのライトアップや“お祭り”の開催、プレスリリースや各広報媒体を使ってのＰＲ等を実

施します。 

・フラワーセンター周辺の植栽状況や生育状況を“玉縄桜マップ”にまとめ、今後の玉縄桜の名所作

り等の作戦会議を招集。広める会、観光協会、自治会、その他地元を盛り上げる手段の一つとし

て広く参加を呼びかけます。 

 

【日本最古のソテツの展示】 

 鎌倉市の妙法寺に日叡上人お手植えと言われる、日本最古と

言われるソテツが存在します。 

 このような貴重な植物をフラワーセンターに積極的に導入す

べく、妙法寺等の関係者と協議のうえ、脇芽差しなどの方法で

株分けしてもらう調整をします。 

 フラワーセンターにはすでに立派なソテツの植栽も存在しま

すが、それと並べて、より話題性のある演出を試みます。 
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【独自のファンクショナルトリム手法の導入】 

樹木(樹林)の効用を最大限に発揮することを目的として、樹木の役割と機能を明確に位置付けた上で

管理手法を導き出す、「ファンクショナルトリム」を用いた管理を行います。 

園内主要樹木について、管理目標タイプと管理手法を明確にした、効果的な管理を行います。 

①目標タイプの設定 

これまでの公園の植栽管理の経験から、A～L の目標タイプを設定しています。本公園での実施にあ

たり、現場状況に応じて目標タイプに追加・変更を加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ファンクショナルトリム設定シートにデータを記入 

対象樹木（樹林）、求められる機能や役割、目標タイプ、管理手法を設定シートに入力します。 

設定にあたってはグループの樹木医が立ち合います。 

フラワーガーデンの樹木管理においてもこの手法を用い、品種保存の観点とは別に樹木の目標タイ

プと管理手法を明確にし、効果的な管理作業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 名称 機能 

A 緑陰-見通しタイプ 
緑陰を提供しつつ、一定の高さまで下枝を下げ、園地の見通しを確保

するもの(公園基本) 

B 緑陰-高木環境林タイプ 
まとまった樹林地として大きな緑陰空間を確保するもの(樹林地利用

基本) 

C 遮蔽植栽タイプ 暴風、防音、目隠し等の遮蔽機能を重視するもの 

D 花見-観賞タイプ 花見、花木の観賞に供するタイプ 

E 生垣タイプ 生垣又は高垣タイプ 

F 単木-日本庭園タイプ 一本ずつ、又は樹種毎に伝統的な樹形維持を行う者(日本庭園型) 

G 列植-街路樹タイプ 公園のヴィスタやランドマークとして、画一的な樹形を目標とするもの 

H 環境保全林タイプ 
生物多様性や周辺環境の維持・緩和効果を期待するもの(樹林地基

本) 

I 果実育成タイプ 主に果実の栽培を目的とするもの 

J 特殊タイプ 特殊な用途や生態などを有するもの、その他 

K その他 目標タイプ分けをしない樹林(エリア) 

3）花木・樹木の管理手法 

ファンクショナルトリム設定シート

優先度の特に高いものは◎、高いものは○

花見 紅葉
シン

ボル・
単木

生
垣・
刈込

枝抜
き、
枝透
かし
（葉
張り
抑制
型）

枝抜
き、
枝透
かし
（葉
張り
重視
型）

芯止
め（高
さ抑
制
型）

芯止
め（樹
形重
視
型）

ヤゴ
取り

下枝
降ろ
し

樹形
つく

り、み
どり
摘み
等

胴切
り他

その
他

1 ケヤキ ◎ ○ ○ A ○

2 クロガネモチ ◎ A ○１回/２年 ○１回/２年

3 シラカシ ○ ○ ○ C ○１回/２年

4 クヌギ、コナラ他 ◎ ○ B ○ ○ ○（択伐）

5 クロマツ（３本） ◎ F ○みどり摘み等１回/年 ○要確認（マツノマダラカミキリ）

6 ソメイヨシノ（１２本） ○ ◎ D ○必要に応じて ○要観察

7 ユリノキ（７８本） ○ ○ ○ G ○１回/２年 ○

8

(株)日比谷アメニス
調査日、記入日：

公園等名称：

記入者及び立会者：

防塵
延焼
防止

緑陰
目か
くし

見通
し

受粉 播種 その他
生物
多様
性

その他の機能

剪定方法

間
伐・
伐採

活用型樹林地

害虫 病害
位置
図No

樹木名称、樹林名
称等

役割・機能（優先度の高いものは◎、役割があるものは○、

目標タイプ

管理方法

防風

景観

施肥 捕植
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来園者にとって、温室に足を運ぶ際には、たとえそこが無加温の温室であっても、熱帯の花が常に咲

き誇り、たわわに実る果物を実際に見ることができるようなトロピカルなムードを期待することになり

ます。 

私たちは改修後に残された植物について、十分な開花、結実を促進するために、可能な範囲で温度・

湿度・灌水・肥培などの調節による季節管理や剪定作業等を実施し、開花・結実を促進し魅力を高めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは類似施設（夢の島熱帯植物館）の管理を通じ、加温・無加温温室での熱帯系植物の特性を熟

知した人員を有しており、これら人員による的確な点検・助言を実施することにより、確実な管理を行

います。体制で管理にあたります。これまで日比谷アメニスが植物館を管理して来た経験の蓄積により、

経年変化を経た温室に発生するトラブルなどを踏まえて、臨機に対応します。   

 

 

 

栽培温室は特に感染防止に留意して管理します。具合の悪い植物や新規に導入した植物の一時保管の

場としても活用する栽培温室では、植物の状態に対する的確な把握と、病害虫や感染症を持ち込まない

管理が必須です。管理担当以外のスタッフ等の立入りについては許可制とし、衛生管理を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）無加温温室内植物の管理と展示 

①植物の魅力を最大限に引き出す管理を実施 

②経験豊富な専門スタッフによる点検・助言 

③栽培温室の衛生管理の徹底 
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 フラワーセンターには現在バックヤードとして、関谷分区園、栽培温室、苗圃が存在し、関谷分区園は閉鎖され、

シャクヤク・ボタン園拡張に伴う新設バックヤードが加わります。 

 新しいバックヤードの面積や形態が明らかになったうえで総合的な活用方策を検討しますが、現状で想定する

活用方法を以下に記します。 

 

名称（仮称） 形態・機能等 活用方法 特記事項 

旧栽培温室 無加温の温室バックヤード。

植栽棚等が設置される標準

タイプ 

５棟 

 

① 無加温温室展示用植物の栽

培・保管室 

② 植物剪定枝等のリサイクル用

集積場、植栽用土等の撹

拌、集積場 

③ 園内植栽用草花類の栽培室 

④ 保存品種の保管室 

⑤ 球根・種子等の保管室 

施錠、バックヤードツア

ー等の実施も検討 

裏庭バックヤード 大型倉庫、無加温大温室、

作業員詰所 

・園内植栽用草花類の栽培室 

・保存品種の保管室 

・球根・種子等の保管室 

・機器、用具、資材等置場 

・作業員詰所 

 

 

 

 

ボタン園バックヤー

ド 

詳細不明 シャクヤク、ボタン、ハナショウブ

等の仮植（品種保存）圃場 

植栽場所としてふさわ

しくなければ堆肥や腐

葉土の生成用としても

検討 

 

 

 

  

5）バックヤードの活用方法 
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大船フラワーセンターの「魅せる」フラワーリレーの企画立案・監修を担う人材として、各所での花修景実現の経

験を有する「フラワープロデューサー」を配置します。 

寄せ植えの脇役でしかなく、知名度の低かったネモフィラを広大な丘に播種したり、単調なアカマツの林床に

ポケットガーデンをしつらえるなど大胆な手法で「魅せる」花修景を企画立案してきた発想力をフラワーセンターの

花修景にも活かします。 

◆フラワープロデューサーの経歴等 

資格 

名称 所管/認定 資格認定番号 

技術士（建設部門） 文部科学省 39141 

1級造園施工管理技士 国土交通省 97131026 

樹木医 日本緑化センター 835 

庭園管理士 日本園芸協会 105034766 

公園管理運営士 日本公園緑地協会 070334 

花修景計画等に関する経歴 

対象地 期間 内容 

国営常陸海浜公園 平成 10年～平成 13年 
国営公園内砂丘ガーデン新設のための海浜性植物

の調査・繁殖・移植監督 

国営常陸海浜公園 平成 11年～平成 13年 

大規模花修景（スイセンガーデン、チューリップガーデ

ン、見晴らしの丘ネモフィラ）等の企画立案、設計・施

工 

国営備北丘陵公園 平成 15年～平成 17年 
国営公園内みのりの里の大規模花修景の基本計画・

設計指導 

国営アルプスあづみの公園 平成 16年～平成 17年 
国営公園新規開園地区の、自生種を活かした花修

景の基本計画策定 

国営讃岐まんのう公園 平成 18年～平成 19年 大規模花修景計画の立案・設計・施工 

埼玉県立吉見総合運動公園 平成 21年～平成 22年 
厚生労働省雇用促進事業に基づく公園内大規模花

修景の計画・設計・施工・広報事業の総監督 

神奈川県立相模三川公園 平成 26年～ 花いっぱいプロジェクトの企画立案 

沼津御用邸記念公園 平成２８年～ 
庭園プロデューサー 

花修景計画の策定・指導 

 

 

 大船フラワーセンターの「花しるべ」となる多種多様な植栽、「魅せる」花修景、たくさんのプログラムなどに加え、

外部の方々にも「花しるべ」に参加いただくよう働きかけ、本園の魅力と活性化につなげていきます。 

項目 協力者 内容 

新品種見本園への出典 種苗会社等 新設する「新品種見本園」への新しい品種や珍しい品種

等の展示 

花装飾などの実現 日本ガーデンデザイン

専門学校等 

学生の実習などの一環として、フラワーセンター内の花装

飾やガーデンデザインを実施 

品種見本園への出展 花卉愛好家団体等 

 

展示場などで行われる展示会と連動して、品種見本園へ

の出展も依頼 

品種見本園への出展 日本水仙協会 スイセンの新品種の出展を依頼 

6）フラワープロデューサーの配置 

7）装飾花壇、新品種見本園の管理 
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フラワーセンター、特に芝生広

場については屋外の多様な植

栽を楽しむため、またレクリエ

ーションの場の基盤植栽として、

美しい芝生の維持が必要です。

私たちは表にある通りの高水

準の管理目標を明確に定め、

それに伴う年間の実施内容と

回数に基づき芝生地の維持を

行います。特にスパイキングと

同時に冬芝（ペレニアルライグ

ラス）を播種し、冬期間におい

ても常緑の芝生広場を維持し

ます。 

補植や芝切りなど管理水準

に定めのない項目についても必要に応じて実施します。 

 また、芝生管理水準については専門家による定期的な訪問診断（６回/年）を行い、スパイキングや播種な

どの専門的な作業を専門業者に委託することにより、確実な管理水準の維持を実現します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

8）芝生広場の高水準なエバーグリーン 

実績：芝生管理水準の確認 

日照 

　大船フラワーセンター芝生管理目標/管理水準

芝生広場 その他の芝生地
修景性 高い 高い
利用率 並～高い 並
動的利用 多い 少ない
芝種 ティフトン、コウライ コウライシバ
刈込高 15～20mm 20～30mm
芝高 70mm以下 80mm以下
雑草混入 やや容認 容認
茎葉の密生度 高いが一部空隙容認 一部空隙容認
施肥（窒素量） 13ｇ/年目安 0～10ｇ/年
エアレーション 山中式土壌硬度計20mm 山中式土壌硬度計20mm
目砂掛け エアレーション実施時 エアレーション実施時
補植 回復が早急に必要な場合 回復が早急に必要な場合

芝刈 16-20回 5回
集草 16-20回（芝刈りと同時） 5回（芝刈りと同時）
エアレーション 2回 実施なし
目砂掛け ２回（目砂・種子） 実施なし
施肥 ２回（活性剤+液肥） 実施なし
除草（人力） 必要に応じて実施 実施なし
病害虫防除 発生時対応 発生時対応
灌水 随時 随時
補植 必要に応じて 必要に応じて
根切り 必要に応じて 必要に応じて

種別/性格

管理目標

作業内容
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 世界一の植物園Ｋｅｗなど、ヨーロッパの植物園や公園ですぐに目につく光景

は、おしゃれで恰好のいいガーデナーたちの維持管理作業の様子です。 

 植物園や公園で働くことが憧れのひとつであり、また来園者もそんなガーデナ

ーの働く姿を植物園の風景のひとつとしてとらえる、という図式がごく自然に成り

立つような、そんな光景を大船フラワーセンターでも実現したいと考えます。 

 植物管理に携わるスタッフには共通のおしゃれな制服を用意し、管理作業を

積極的に「魅せる」ように努め、また来園者からの質問や声掛けにも気持ちよく

応じる接客マナーも身に付けるようスタッフ教育を行います。 

 

 
 

◆生物多様性保全の推進 

植物園が生物多様性に果たす役割は、「多様な生物の生息環境の保全」と「市民の環境共生意識啓発」

の 2 点であり、両者の取組のバランスは、環境や施設特性に応じて調整が必要です。大船フラワーセン

ターにおける生物多様性への取組みを、「大船フラワーセンター環境共生ビジョン」として定め実行し

ます。 

具体的なプログラムは、年間を通じての講習会や観察会などのプログラムに反映させます。 

また、以下について、新たな普及啓発に関する取り組みとして実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 現在、生物多様性に影響があり、特定外来種として栽培や流通が禁止され

ている種、要注意としてリストアップされている種などがありますが、これ

らの実物や写真等を展示し、来園者への普及啓発につなげます。 

【WANTED】などの貼り紙をつかうなどして、来園者の興味を引き付け、

生物多様性や外来種などに対する興味や認識を持ってもらえるよう工夫しま

す。 

 

10）生物多様性保全の推進 

特定外来種等の展示 

9）「魅せる」管理作業 

 

 

 

 

  

  

画像はイメージ 

日照 

30 / 116

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYiK79pLzUAhUDtpQKHU2ECh8QjRwIBw&url=http://wanted.shiga-saku.net/index_2.html&psig=AFQjCNHwpZgMS_LfEFhCgYj5nChgw5LsdA&ust=1497493684378890


 

イ 業務の一部を委託する場合の業務内容等 

 

 
 
 一部の業務の委託や補修・修繕等を発注する際は、地域経

済への貢献を目的に県内企業への発注を優先します。 

 日比谷アメニスが管理運営している県内施設では平成 28年

度において総発注費のうち、市立相模原市営霊園 99％、市立

こどもの森公園わんぱくらんど 97％と高い割合で県内事業者に

発注しています。 
 

 フラワーセンターにおいても鎌倉市公園協会が長年培ってき

た地域との協力関係を背景に、地域企業への発注を優先します。 
 

 

 

地域経済への貢献の観点から、外部委託は優先的に県内企業に発注します。 
 

本施設の主要業務は雇用職員による直営作業を基本とします。主要な業務の一括した外部発注は行いません。 
 

 

外部委託先検討の際には、業務内容及び業務水準を明示したうえで複数社から見積もりをとりコスト

ダウンを図ります。 
 

 
 

 

委託した業務の指導、監督、検査について、植栽管理に係わる委託業務は日比谷アメニス、施設設備

管理に係わる委託業務は相鉄企業の定める基準に基づき適切に実施します。 
 

 

施設の管理運営に係わる業務発注は公共事業の一環と捉え、委託先の企業選定においては関係法令を適正

に遵守し、社会保険加入の有無、最低賃金を上回る賃金の支払い、類似施設での業務実績等を確認します。 
 

 

委託先が反社会的勢力に係わりのないことを確認のうえ業務を発注します。 

業務発注に際して反社会的勢力より何らかの圧力を受けた場合、速やかに共同事業体各社及び県に情

報を共有のうえ、フラワーセンター管理事務所と日比谷アメニス本社組織がともに対応にあたり、不

適切な業務発注や資金提供等は一切行いません。 

 

 

 

委託予定の業務内容、委託先については添付の｢委託予定業務一覧表（様式４）」をご覧ください。 

１）県内企業への業務発注を優先 

相模原市営霊園 
県内発注割合 

こどもの森公園 
わんぱくらんど 
県内発注割合 

県内発注率

９９％
県内発注率

９７％

２）発注先の選定方法 

３）委託予定の業務 
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２．施設の維持管理 
 

内容 記載ページ 

１）維持管理の基本方針 Ｐ32 

２）執行体制 Ｐ33 

３）清掃業務 Ｐ33 

４）保守点検業務 Ｐ35 

５）警備業務 Ｐ36 

６）受付業務 Ｐ37 

 

 

●施設の老朽化に対する柔軟な対応 

大船フラワーセンターは開園から既に 50年以上が経過しており、施設の著しい老朽化が見られます。 

この度、県による改修工事・リニューアルが図られますが、施設全体が抜本的に新築される訳ではないため、今

後も管理を担っていく中で施設の状況に応じて柔軟に対応を図ります。 

●園内に点在する各施設を直営職員、業務委託により効率的に管理 

本施設には約 58,000㎡の広大な敷地内に、本館・レストハウス・第１展示場・第 2展示場・鑑賞温室・駐車場・

各所トイレなど多数の施設が点在しています。直営職員として勤務するファシリティマネージャーが警備員・清掃

員と委託業者のそれぞれの業務が的確にかつ効率的に行われるようコントロールしながら業務を進めます。 

●安全性・快適性の提供 

来園者に快適かつ安全な利用環境を提供することは指定管理者が維持管理を行ううえで最低限の責務です。

｢神奈川県立大船フラワーセンターの維持管理及び運営等に関する業務の基準｣に定められた水準の遵守を徹

底し、施設の状況に合わせて適切に水準を上回る頻度・品質で業務を行います。 

 

 

維持管理業務を担う相鉄企業は、1961年の創業以来神奈

川県を中心に様々な施設において建物管理サービスを提供

してきました。 

平成 10年に品質マネジメント規格「ISO9001」、平成 19年

に環境マネジメント規格「ISO14001」の認証を受けています。

確かな品質、環境に配慮した技術やノウハウを最大限にフラ

ワーセンターにおいても発揮します。 

 

日比谷アメニスは平成 18年より 10年以上に渡り都立夢の

島熱帯植物館（開館後 30年）および夢の島公園（開園後

40年）の管理を行っており、施設の老朽化にともなう施設補

修等の対応を含む管理運営が所管行政より高く評価されて

いる実績があります。 

１）維持管理の基本方針 
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維持管理業務においては、施設の目的・築年数・使用状況等の条件により行うべき作業内容は施設ご

とに異なり、施設特性に応じた作業計画を個別に立案する必要があります。 

相鉄企業では一定の品質水準を確保し、そのうえで施設ならではの求められる対策・手法を見極め、

安全性・快適性・省エネ・コストバランスの最適化と作業計画を立案するために、類似施設で同種の

業務経験を有するスーパーバイザーが現地を確認し、現状の検証と提案を行っています。本提案にお

いてもスーパーバイザーがフラワーセンターの現状を確認したうえで提案を行っています。 
 

 

清掃、施設、警備の維持管理業務全体および委託業務を統括する立場

として類似施設で業務実績のある相鉄企業の正社員を常勤で 08:30～

17:00のシフトで配置します。 

ファシリティマネージャーは維持管理業務全般の作業計画立案、進捗確認、

品質管理、委託業務の指導監督を行うとともに、各職員の業務範囲に捉われ

ず状況に応じてフレキシブルな対応を指示、実現します。 

■フレキシブルな対応の例 

  ・台風接近時…植栽管理職員、警備職員だけでなく、清掃員へも土嚢の設置を指示し迅速な安全対策を実現 

  ・雨天時…汚れやすい入口部分の重点清掃を清掃員だけでなく警備職員にも指示し、迅速な対応を実現 など 
 

水道管の老朽化・植物の干渉を原因とする園路下配管の漏水対応や、植物の生育不良・新規植栽時な

ど、公共施設管理にあたっては造園・土木工事に係わる知識を要する対応が必要になる場面が多くあ

ります。責任者に配置予定の日比谷アメニス社員は都立夢の島公園において同様の対応実績が多数あ

り、フラワーセンターにおいてもファシリティマネージャー協力して適切に対応にあたります。 
 

清掃作業中及び巡回中に異常箇所を発見した場合、各職

員はファシリティマネージャーに状況を報告します。 

ファシリティマネージャーは報告を受け次第状況を確認し、

園長に報告します。合わせて直営職員による対処を行い、

必要に応じて専門業者に修理等の手配を行います。 
 

詳細はＰ92,93参照 

 

 

 

年 1回法定研修を受講した清掃員を午前 7：00～16：00に 2名配置します。 

開園直後から施設が清潔な状態で来園者をお迎えする為に、開園前の

清掃作業に重点を置きます。 

現在は 8：40から開始している清掃作業を、開園 1時間 40分前の 7：00

から開始し、エントランスや本館、レストハウス、トイレなど特に利

用が多く見込まれる箇所を中心に早朝清掃作業を行います。 

３）清掃業務 

２）執行体制 

警備

清掃設備

清掃職員

ファシリティ
マネージャー

園長

神奈川県農政課

報告報告

直営職員又は
専門事業者に
よる対応手配

警備職員
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お客様との距離が近い清掃業務では空間を清潔に保つ技術力はもとよ

り“おもてなしの心”をもって来園者に対応することが大切です。 

特に大船フラワーセンターは外国人を含め様々な方が来園するため、

清掃員についても柔軟な対応が求められます。 

清掃員が施設の案内などにも対応できるよう、常に施設パンフレット

や周辺地図等を備えたスタッフバックを携帯し、来場者へのホスピタ

リティ溢れる対応と即応性を強化します。 

園内におけるデング熱・ジカウイルス等の感染症を媒介する蚊の発生に対し、蚊の発生しやすい 5月から 10月

の期間においては、未然の防止策を講じます。 

・雨水桝や側溝等、雨水が溜まりやすい場所への害虫成長抑制剤の投与 

・計画的な排水施設の清掃および施設内の汚泥回収による雨水滞留の防止 

・本館、レストハウスの薬剤消毒および生息調査を年 2回実施し、施設の安全を確保 

平常時は巡回、立哨、案内、拾掃きにあたる警備員が落葉対応に重点を置いたシフト体制で対応にあたると同

時に、ファシリティマネージャーも落葉対応にあたることでコストを抑制しながら早急な対応が可能です。 

 

トイレ清掃は巡回清掃を含め１日２回を予定していますが、利用状況に応じて清掃回数を増やすなど臨機応変

に対応します。 

 

日常清掃時に使用する洗浄剤は相鉄企業の管理物件でも実績のある、

リンレイ製「アールズプロ」シリーズを使用。 

汚れに応じて洗剤を使い分けることで長期に渡り美観を維持します。 

 

大船フラワーセンターは施設の特性上、砂埃や土埃または泥などによる汚れが見受けられます。 

相鉄企業ではガラス、床についてそれぞれ定期清掃を年 4回実施することで清潔感のある施設を維持

します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コケなどが生え足元の滑りやすい場所は来園者様の転倒事

故などにもつながりかねません。 

相鉄企業では特に汚れのひどい箇所などについて常用吐出

圧 8.0Mpa以上の高圧洗浄機を用いて早急な処理を行い、

施設の安全を確保します。 

スタッフバック ※写真はイメージ 

清　掃　項　目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

日常清掃 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ビニル床材　定期清掃 4 回/年 ● ● ● ●

ガラス　定期清掃 4 回/年 ● ● ● ●

硬質床材　定期洗浄 4 回/年 ● ● ● ●

頻　度

毎日
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“予防保全”を基本とし、機器の摩耗や経年劣化などから発生する潜在的なリスクを早期に発見し適切に対応

することで施設の機能保全を図ります。また軽易な修繕等については“直営作業”にて実施しコストを縮減します。 

 

 

設備業務のノウハウを持つファシリティマネージャーが施設内の法定点検、保守点検等の設備管理を

行うことで、業務品質を確保しつつ人員配置をスリム化し維持管理コストを縮減します。 
 

 

修繕費での対応が困難な大規模な補修・改善を要する場合

は、施設補修改善計画書を作成し対応を県と協議します。 

当該年度中に補修改善対応が行えず次年度に対応を持ち越

す場合については、優先順位を再度確認のうえ改善計画を

継続して県と協議します。 
 

 

修理・異常対応の履歴を蓄積し、補修・修繕費の低減、再

発防止策立案に役立てます。 

 

 

 

 

 

点検内容 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

浄化槽保守点検 12 回/年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

浄化槽清掃 1 回/年 ●

浄化槽定期検査 1 回/年 ●

自動ドア保守点検 4 回/年 ● ● ● ●

消防設備点検 2 回/年 ● ●

受水槽清掃 1 回/年 ●

小規模専用水道検査 1 回/年 ●

飲用水水質検査（16項目） 1 回/年 ●

飲用水水質検査（11項目） 1 回/年 ●

飲用水水質検査（12項目） 1 回/年 ●

冷温水発生器保守点検 4 回/年 ● ● ● ●

レジオネラ属菌検査（冷却水） 1 回/年 ●

施設消毒業務 2 回/年 ● ●

ファンコイルユニット点検 1 回/年 ●

エアハンドリングユニット点検 1 回/年 ●

パッケージエアコン点検 1 回/年 ●

自家用受変電設備点検 12 回/年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

床面定期清掃 4 回/年 ● ● ● ●

ガラス定期清掃 4 回/年 ● ● ● ●

建築設備定期検査 1 回/年 ●

エレベーター定期点検 12 回/年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

トイレ洗浄装置点検 6 回/年 ● ● ● ● ● ●

頻度

４）保守点検業務 

補修改善計画書の運用事例 
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警備員が 365日 24時間体制（完全隔勤）で常駐し、開園

時間中の巡回警備と夜間の巡回警備に対応します。 

災害が発生した場合には一次避難場所として施設を開放し、

その他職員の参集まで初期対応にあたります。 

 

通常業務の巡回警備、立哨、開閉園作業に加えて大型バス来場時の駐車場スペース手配や繁忙期にお

ける入場チケット確認、来場者への施設案内や園内清掃などフレキシブルに対応します。 

 

警備員の携帯装備として、最大 4,000 ルーメンの

懐中電灯を配備します。 

一般的な懐中電灯の照度は 100 ルーメンであるの

に対し、相鉄企業が夜間巡回に用いる懐中電灯の

照度は最大 4,000 ルーメンもの機能を有している

ため暗い園内でも隅々まで視認することが可能と

なり、特に夜間巡回時のリスク発見や業務効率化

において効果を発揮します。 

 

不特定多数の利用者が利用するトイレについては、定期的に専用

機器「無線ディテクター」を用いて盗撮・盗聴機械が設置されて

いないか確認を行うことで施設の安全性を高め、犯罪を未然に防

ぎます。 

 

 

 

08:30～翌 08:30とし、警備員１名が２４時間常駐する体制とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）警備業務 

　　　　　　　　　　　　　　時間

スタッフ名

※10月～3月は16時閉園のため、閉園業務は１時間早まります。
※巡回の実施例。セキュリティ強化の為、実施時間帯は都度変動します。

待機時間

巡回警備・閉園業務

立哨・案内・拾掃き
凡例

4

巡回警備

休憩時間・仮眠時間

巡回警備・開園準備

警  備  員
勤務時間8:30～翌8:30

0 1 2 3 165 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2317 18 19 20 21 22

盗撮・盗聴機器調査の様子 
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 現在のエントランス・管理棟の配置図は以下の通りです。 

事務室と来園者の利用スペースが隔離された構造になっており、入園時のチケット販売や利用案内な

どの受付業務は売札室および前室での対応がメインとなっています。 

私たちは来園者とのコミュニケーションをより活発に図り、さらにこれまで利用機会の無かった施設

周辺にお住まいの皆さまに日常的に施設に足を運んでいただける環境を創出するために、園内に入園せ

ずとも利用できるスペースを整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在のエントランスホールに新たに事務スペースを設けます。 

来園者から常にスタッフの顔が見え、対面で利用案内を行

える環境とすることで従来よりもスタッフと来園者が活発

にコミュニケーションをとれる場とします。 
 

・事務スペースでは常時２名の受付けスタッフ(総務Ｍａ含

む)が窓口対応を行い、発券に関するサポートや年間パス

ポートの発行、無料入園エリア利用者の対応を担います。 
 

６）受付業務 

受付け・事務スペース改修の事例 
港区立芝公園 
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新たに無料で利用できるエリアとして整備します。園内で行っている企画展示・催事の一部紹介や、講習・イベ

ント情報の発信などを行います。また椅子の設置など簡易な休憩スペースを整備します。 

 

 

・自動発券機 2台、自動入園ゲート 2台を新たに

設置します。発券機はタッチパネル式を採用し、

日本語に加えて今後 2020年に向けて観光地鎌

倉の集客効果もふまえて増加が見込まれるイン

バウンド対策として、英語・中国語・韓国語にも併

せて対応します。 

・年間パスポートの発行および障害者等の無料入

園者の対応は年齢や本人確認等の事務作業を

要するため事務スペースで行います。 
 

・休日は入園ゲートに受付スタッフを１名配置し見ごろの植物案内や入園券購入サポート、講座・イベントの周知

などを行います。平日は受付、警備、清掃の職員がシフトを組み対応します。 

 

 

・従来の管理事務所があった管理棟の 1階部分を活用して、

無料で利用できる「無料入園エリア」として整備、開放します。 

・無料入園エリアは来園者の休憩スペースとするほか、近隣住

民に日常的に足を運んでいただける施設づくりの目玉とした

い考えから、市民交流と子育て支援の視点を取り入れた空

間づくりを行います。 

・施設の利用には事務スペース受付での入場券の提示、また

は記名をいただくことで適切に利用状況を管理します。 

 

 

これまで園内に設けられていた花苗販売のスペースを、より気軽に花苗を購入していただける環境づくりのため

に入園ゲートの外側(無料エリア)に設置します。 

従来の販売位置では入園後真っ先に通過する動線上にあり、帰るまでのお預かりサービスなどによって対応し

てきましたが、今後は販売位置を入退場口付近に設けることで園内を観賞した後、お帰りの際に購入して頂くこ

とができるため利用者の利便性が向上します。 

 

 

入園ゲート前の舗装スペースをイベントスペースとして活用

します。イベントスペースでは自主事業で予定している鎌倉

野菜市やマルシェを開催することで、新たな利用者の誘致・

施設ＰＲとなり、従来とは異なる賑わい溢れる施設イメージを

意識的に周知します。野菜市・マルシェに足を運ぶことでフ

ラワーセンター入園のきっかけとします。

発券機・ゲートのイメージ 

マルシェの事例 
西宮市立鳴尾浜海浜公園 

キッズスペース整備の事例 
福岡県立春日公園パークステーション 
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３．利用促進のための取組、利用者への対応、利用料金 
(１) 利用促進のための取組 

ア イベントの開催や花育の推進など、多くの利用を図るために実施する事業の方針、考え方 
 

内容 記載ページ 

１）利用促進策検討にあたっての現状分析 Ｐ39 

２）目標入園者数 Ｐ42 

３）利用促進の実施方針 Ｐ43 

４）植物を学ぶ・理解する Ｐ44 

５）植物に導く Ｐ47 

６）植物にふれる・知る Ｐ51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●年間の来園者数の変動状況 

・平成 26年度から 28年度にかけて 4～5千人ずつ減少傾向にあります。 

・4、5月をピークに他の月の来園は少なく、類似する花の観光施設・植物園と同様の傾向を示しています。 

・7～9月と 12～2月のひと月あたりの来園者は１万人を下回っており、この時期の利用者数の底上げが課題です。 
 

●月別利用者数の動向の要因分析 

・５月は大型連休に加えて特に集客力が高いバラや、大船系のシャクヤクが見ごろを迎えることから一年で最も多

くの利用が集中します。年間来園者の約 1／4を占めます。 

・一般的に来園者が伸び悩む２月は、2月上旬に開花する玉縄桜開花の影響があり入園が多いと考えられます。 

・６月に見ごろのハナショウブは大きな集客に結び付いていない状況です。 

・これまでは集客策が花き観賞のみに絞られていたためか、7,8,12,1月の集客が極端に伸び悩んでいます。 

１）利用促進策検討にあたっての現状分析 

直近３年間の利用者数の推移 

39 / 116



 

 

 

入園者数の詳細な属性は右図の通りです。 

●有料入園者・免除者の割合 

有料入園者 73％、免除者 27％であり、全体では 65 歳

以上の有料入園者が最も多く 43％を占めています。 

→利用料金収入を増やし収支状況を最適化には■有料：

20歳以上、次いで■有料：65歳以上の集客が必須。 
 

●中学生以下の利用状況 

中学生以下の利用割合は全体の 14％(26,581 人)です。

月別の推移はその他の年齢層と同様の状況ですが、夏

休みの利用者数が伸び悩んでいる点が課題です。 

→神奈川県内でも有数の植物の学習拠点として、役割を

果たす観点からも子供たちの利用を増やすことが重要で

あり、夏休みの自由研究等に合わせた集客策が必要。 
 

●免除：その他に含まれる 

全体の 6％(11,031 人)を占める「免除：その他」には、園内で展示を行っている愛好者団体の方が該当してい

ると推察されます。この方々について、今後入園料を徴収すべきかは県との協議が必要であると考えますが、

本提案では現状を踏襲し、減免措置の対象と考えています。 
 

 

 

フラワーセンターではこれまで、学習・実技・キッズの三種類のイベントが年 70 回程度行われており、参加者数

は平成 28年度実績で年間 1721人です。 
 

●参加者の属性 

男女比では男性 311 人、女性 1016 人となっており女性の参

加者が男性の 3 倍に達しています。また年齢層は右図の通り

です。 

20～39 歳の利用が極端に少ない結果となっており、子育て世

代の利用を取り込めていないことが推察されます。 
 

●居住地 

横浜市からの来園者が 50％を占めていることがわかります。 

近隣住民が気軽に参加するというイメージ以上に、目的を持

って施設を訪れる来園者が多いことが考えられます。 

イベントの告知・広報ＰＲでは従来の集客実績を参考に、横

浜方面に向けて情報を発信することが重要となります。 
 

●イベントの種類と開催頻度 

平均してひと月に 4,5 回程度実施しています。また開催頻度

は学習・実技・キッズの三種類のうち、クラフト系の寄せ植えや

苔玉づくり等を行う実技が 31 回と最も多く。次いで学習 14 回、

キッズ 5回となっています。 

平成 28 年度の来園者の属性分析 

30%
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14%

4%
3%

6%
有料：20歳以上

有料：65歳以上

有料：その他

免除：中学生以下

免除：障害者

免除：団体承認

免除：その他

■Ｈ２８年度入園者実績 
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■中学生以下の月別入園者 

現在の園芸講座開催状況 

19%

5%

35%

41%
～19歳

20～39歳

40～64歳

65歳～

18%

50%
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5%
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14%

鎌倉市

横浜市

藤沢市

茅ヶ崎市

逗子市

横須賀市

その他

■参加者の年齢 

■イベント参加者の住所 
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●鎌倉市の人口構成

本施設の所在する鎌倉市の人口構成は平成 28 年時点で、65

歳以上の高齢者が 30.7％を占め、神奈川県（24.0％）の中でも高

齢化率が高くなっています。 

一方で鎌倉市内でも本施設の所在する玉縄地域および隣接する

大船地域は 65 歳未満人口が鎌倉市平均より多く、特に大船地

域は平成 34 年度をピークに人口が増加する見込みで、若年層

の増加が見込まれています。 

●近隣の公園・あそび環境

本施設の周辺は小規模な公園が多く、また小学校の校庭は放

課後開放していないことから、未就学児、幼保育園児童、放課

後の小学生などの子供たちにとって、外遊びができる場所が不

足しているという課題があります。 

→新設の玉縄桜広場、ピクニック広場を中心に、子供たちにとっ

て安全な遊び場所であることのＰＲが有効 

→新設するキッズスペースの利用者を中心に、子育て支援施設

に近いイメージを近隣住民に浸透させる 

●商業施設の状況

ＪＲ大船駅からフラワーセンターにかけての一帯はかつてトベ商工会が存在していましたが現在は解散していま

す。駅周辺の賑わいの中心は、本施設が所在する西口側とは駅を挟んで反対の東口側がメインとなっています。 

東口側は西口側と対照的に、大船商栄会や湘南一番街商店会等が活発に活動しています。 

→大船エリアでの一体的なイベントを計画・実施する際には、西口の個別商店に協力を呼び掛けるとともに、東口に

ついては商店会等の団体を通じての協力依頼・調整が必要です。 

●観光の状況

本施設の所在する大船駅周辺は、鎌倉市内ではあるものの観光資源が乏しく、鎌倉を訪れる観光客の取り込み

が成功しているとは言い難い状況にあります。 

また鎌倉の観光資源は寺社仏閣が大きな要素であることから、観光客が楽しめるスポット・商店も｢朝早く、夜も

早い」という状況です。江ノ島エリアは鎌倉のこの特徴に着目し、寺社仏閣が閉門した後の夜間の集客策に注

力したことで集客を大きく伸ばすことに成功しています。 

→江ノ島と同様に、夜間または早朝の集客策により入園者数を増やす 

●その他運営において留意すべき特徴

本施設が立地する玉縄地域は、鎌倉市内の中でも特別養護老人ホームなどの高齢者支援施設が多く集まって

いる特徴があります。また植物園のような施設は高齢者支援施設が定期的に実施する、外出イベント等で行き

先として好まれやすいという特徴があります。 

今回県が行うバリアフリー化の改修工事のメリットを最大限活かすためにも、近隣をはじめ誘致圏の同種の支援

施設にフラワーセンターがバリアフリー対応になり利便性が向上したことを周知し、合わせて体験型のプログラム

を開発・提供します。

施設の周辺環境 ■県と鎌倉市の人口構成比較

ピクニック広場の様子 
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164,546 159,006 157,810 165,727 167,684
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無料入館者 有料入館者

 
管 理 開

始

22.15

%

31.38

%

 

 平成 28 年度入園者数 19 万 2131 人の実績値に対し

て、約 30％増の年間 25万人を目標とします。 

（5年間の年間入園者数目標は右図の通りです。） 

またこの他に入園を伴わない利用（野菜市、花苗購入、

無料エリア利用）として、年間 1万人の利用を見込みます。 

月別の入園者数目標は以下の図の通りです。 

入園者数が現状特に少ない夏場の入園者を大幅に増や

すことに加え、行楽シーズンの 4 月、10 月の入園者を伸

ばす計画としています。 

 

 

 

 

 

大阪市の咲くやこの花館では、65 歳以上（無料）

の固定された来館者が多数を占めていた課題に対

して、新たな利用者層となる若者をターゲットに

して植物の新たな魅力を「おしゃれで楽しそう」

な企画と広報で伝えることで、新規利用者層の開

拓に成功し、利用料金の増加を実現しています。  

本施設においてもターゲットごとに効果的な利

用促進施策を展開することで新規を含めた利用者

数の増加と利用者全体の利用者満足度の向上を実

現します。 

入園者数の目標設定 

２）目標入園者数 

■年度ごとの入園者数目標

■平成３４年度の月別入園者数イメージ
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ターゲットに響く利用促進の実績 
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Ｈ28年度 24987 55704 15279 8809 3810 5297 15885 17805 4293 5922 13884 20456
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実績比 ×1.4 ×1.2 ×1.2 ×1.5 ×2.2 ×1.5 ×1.4 ×1.3 ×1.2 ×1.2 ×1.2 ×1.3
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■咲くやこの花館の広報ツールの事例

 利用促進事業の実施にあたっては、①既に植物に対する関心が高い来園者のニーズに応える、植物の面白

さ・奥深さを学ぶ機会の提供、②これまで植物に関心の無かった方を植物とは異なる切り口で施設に誘致し、知

る“きっかけ”の提供、③観賞がメインのフラワーセンターで五感を使って植物の面白さを体感できる環境づくり、 

の 3つの視点で取組みます。 

各種イベントや企画の開催にあたっては外部の専門家や、地域企業、ボランティア等のご協力も

得ながらより効果の高いプログラムの提供により利用者満足度を向上し、リピート率の向上と新た

な利用者の獲得を実現します。 

３）利用促進の実施方針 

植物の面白さ・奥深さをじっくりと学びます。
既に植物に高い関心を持つ来園者のニーズに応えます。

これまで植物に関心の無かった方を植物とは
違う切り口から施設に誘致し“きっかけ”をつくります。

観賞がメインのフラワーセンターで
五感で植物の面白さを体感できる環境をつくります。
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既存の事業については講師等のご協力が頂けるものは引き続き継続します。（愛好会についてはＰ80を参照） 

日本植物園協会に加入している各植物園と連携して、展示物や展示パネルのデータを共有し新たな展示を実

施します。私たちが管理運営を行っている都立夢の島熱帯植物館では、通年でオリジナルの企画展を開催して

いるため、同施設との展示品・データの共有連携は管理初年度より実施可能です。 

国立科学博物館で、湯浅浩史氏が世界各国から収集したコレクションをもと

に 2015 年 9 月 15 日～12 月 6 日まで開催された「世界のヒョウタン展～

人類の原器」と同一のコレクションを用いて、世界のヒョウタン展をフラワーセ

ンターで開催します。 

この他、進化生物学研究所をはじめとする各所の協力のもと、従来行われ

てきた愛好者団体の展示に加えて、新たな来園者の集客につながり、かつ

マスメディアに取り上げられる可能性の高い新たな展示会を開催します。 

予定している展示会、園芸教室（実技コース、学習コース、キッズコース）は

以下の通りです。展示会・園芸教室は現在検討段階であり、実施にあたっ

ては開催する年度、内容、詳細を再検討のうえ実施します。 

展
示
会

世界のヒョウタン展 全日本愛瓢会 ヒガンバナ写真展 若松 憲昭氏 

多肉植物展 
NPO 法人日本多肉植物

の会 
マダガスカル写真展 若松 憲昭氏 

サボテン展 東京カクタスクラブ ギアナ高原写真展 若松 憲昭氏 

雪割草展 大野 好弘氏 

実
技
コ
ー
ス 

多肉植物 日本多肉植物の会 草物盆栽 時を奏でる盆栽 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ利用壁面緑化 進化生物学研究所 サクラ 日本花の会 

月下美人 進化生物学研究所 カンアオイ 伊藤 豊氏 

ハウオルチア 進化生物学研究所 草花の寄せ植え 東京農大 大出英子准教授 

サボテンの栽培・接木 東京カクタスクラブ ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾗﾜｰ 東京農大 大出英子准教授 

鎌倉野菜 トキタ種苗 野菜の花の料理 岡田 比呂実氏 

イタリア野菜 トキタ種苗 

学

習 
中国のヒガンバナ 若松 憲昭氏 イギリスの園芸事情 東京農大 大出英子准教授 

キ

ッ

ズ 

ヒョウタンのマラカスづくり 

※国立科学博物館で実施

と同内容のもの 

全日本愛瓢会埼玉支部 

４）植物を学ぶ・理解する 

※画像は国立科学博物館より 
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アドバイザーとして本施設の運営に携わっていただく、（一財）進化生物学研究所理事長・所長 湯浅浩史氏に

よる世界の植物をテーマとする連続講座を開催します。 

園内で栽培している植物のみではなく、神奈川県内有数の花き園芸振興拠点として、世界中の植物の不思議・

魅力を伝えます。 

【世界の植物編】 

学習コース バオバブ  

学習コース マダガスカル        奇妙な異端植物 

学習コース 南アフリカ         神々の花園 

学習コース ナミビア          ナミブ砂漠の奇想天外 

学習コース カナリア諸島        大西洋のガラパゴスの花 

学習コース エチオピア         高山の巨草 

学習コース キリマンジャロとケニア山  熱帯の高山植物 

学習コース ウズベキスタン       チューリップとケシ 

学習コース シッキム・ブータン     シャクナゲの宝庫 

学習コース スリランカ         花の楽園 

学習コース ミャンマーとラオス     ヒマラヤザクラ 

学習コース オーストラリア西部     進化した奇妙な花 

学習コース オーストラリア北東部    熱帯雨林の花 

学習コース オーストラリア・タスマニア クッションプラントと巨大植物 

学習コース カナダ           黄花カタクリなど山野草 

学習コース ロッキー山脈        イエローストーンの花 

学習コース アリゾナ          砂漠の花園 

学習コース グランドキャニオン     絶壁の植物 

学習コース バハカリフォルニア     巨大な柱サボテン 

学習コース コスタリカ         雲霧林の花 

学習コース ギアナ高地         進化の方舟 

学習コース ベネズエラアンデス     白い巨草 

学習コース エクアドル         世界一のマングローブと雲霧林の花 

学習コース 中国四川省         三色の青いケシ 

学習コース ブルガリア         黄花ユリと高山の花 

 

【植物と花編】 

学習コース 緑との共生 

学習コース 鎌倉のサクラ 

学習コース 万葉の園芸植物     ― 野の花から庭の花へ 

学習コース 『源氏物語』紫式部の理想の庭 

学習コース ヒョウタン文化誌 

学習コース 世界の花文化 6万年 

学習コース 若冲の描いた植物 

学習コース 日本人と花       ― 斑入り植物好み 

学習コース 秋の七草の秘密 

学習コース サボテンと多肉植物 

学習コース 植物は面白い 

学習コース 薬草の歴史と伝統 

学習コース 資源植物        ― 植物の力と可能性 

学習コース 日本園芸植物のめばえと発展 

学習コース 源実朝の歌集        金槐和歌集の植物 

学習コース ヒガンバナの謎 
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現在の実施体制を引継ぎ、週 3 日園芸相談を行います。実施場所については従来の管理棟 2 階専用スペー

スから、1階に新たに整備する事務所スペースへの移動を検討し、より気軽に相談できる環境とします。 

※通常の園芸相談に加えて、特別相談として（一財）進化生物学研究所、日本ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校

による相談会の実施を検討します。 

 

フラワーセンターの見頃の植物が見られるシーズンに、さらに植物を深く楽し

めるタイムリーなイベントを展開します。本施設の一つの目玉でもあるバラの

開花期にはバラを使ったスイーツの提供などを予定しています。 

 

来園者数の少ない夏の時期の利用促進として子ども・家族向けの夏休みプログラムを企画します。自由研究の

テーマにもなる植物の研究プログラムを通じて植物のことをいつもより深く学んでもらいます。 

 

日比谷花壇グループでは花育事業を継続的に行っています。 

神奈川県園芸協会が行う花育に加えて、年間を通したプログラム提供を行

います。学校・家庭・地域社会のなかで花とみどりと触れ合うことで、「情操教

育」「社会教育」の両面から学ぶ機会を提供しています。「命」を学ぶだけでな

く、「社会のシステム」を学ぶことで、生きていくための「現実力」と「創造力」の

ある人材育成に貢献するプログラムを提供します。 

子どもたちの成長にしっかりと根付く「花を通して命を学ぶ 子どもの心を

育てる“はないく”」とします。（単発での参加も可能です） 

●プログラム例 

「育てよう」芝生くん 

芝生広場と同じ芝の種を使って、人の顔に見立てた芝の栽培キットを

作り、植物の成長過程を観察してもらいます。 

・普段なかなか見ることのない芝の種を触って感触を確かめたり、匂

いを嗅いでみたり、五感で植物を感じます。 

・芝生くんの種が発芽する様子を観察しながら、より植物への関心が高まります。 

・自分で作った栽培キットで芝が育つ様子を観察してもらい、芝に親しんでもらいます。園庭の芝生

との生育の違いを見比べることで、より効果的に芝生の生育過程への関心を高めることが、このプ

ログラムの狙いです。 
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今年度で廃止される観賞温室でこれまで観察できた熱帯植物観賞の代替策として、都立夢の島熱帯植物館協

力のもと「出張熱帯植物園」を実施します。熱帯植物は特徴的なものが多く、子供たちの興味を引き・学習効果

が高いことからも、子供たちに引き続き、ホンモノの植物を身近で観賞する機会を提供します。 

・実施期間は植物にとって可温の必要が無い夏休み期間中 

・日中に一般公開を行うとともに、フラワーセンターの夜間開園に合わせて夜間の特別公開を実施 

・夜間の特別公開時には、イランイラン、イエライシャン等の夜間に開花する植物を展示 

・出張熱帯植物園の実施に合わせて、園長がガイドプログラムを実施 

 

 

 

 

●温室での音楽とダンスイベント 

温室の植物たちとダンスのコラボレーションでリニューアルした温室のＰＲ

と、新たな施設の楽しみ方をご提案します。地域の方たちの発表の場とし

ても位置付け、地域と一体となったにぎわいを醸成します。 

例）ヒョウタンを使ったマラカスづくりとみどりの音楽会 

  みどりのフラダンスステージ 

●展示室を使った新たな展示や教室 

温室の改修に伴い新たに整備される展示室を活用した新たな展示や教

室を積極的に展開し、新たな大船フラワーセンターの楽しみ方を発信す

るとともに、利用者による展示室の活用を促していきます。 
 

 

●大船フラワーセンターの専用カメラマン 

専属カメラマンが同行し、友達・カップル・家族写真

を撮ってくれます。若者層の集客、SNS などによる

広報効果も期待できます。 

●メモリアルフォト教室 

近年自分の遺影写真を自ら選びたいという人が増えて

います。素敵な花々と写真を撮った後に額をお花で縁

取り、自分好みの写真を作ります。 
 

 

７月から約９か月間リニューアルのためにご来園頂けなかったご利用者への

これまでのご愛顧の感謝と、新たな利用者を呼び込むためのリニューアルイ

ベントを企画します。9 ヶ月の間に離れてしまった利用者を呼び戻すとともに

新規利用者の誘致を図ります 
 

 

５年間の指定管理期間中に大船フラワーセンターは 60周年を迎えます。 

人で言えば還暦を迎える本施設が 60年を迎え新たに生まれ変わる気持ち

で記念イベントを行います。これまでの感謝と新たなスタートを県民・利用者・

関係者の皆様とともに迎えます。 

５）植物に導く 

（LOVEGRAPHから写真引用） 
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発生材や園内でとれた木の実・葉っぱ・花などの植物を材料に無料で自

由に体験できる工作など、「いつ来ても何かできる、楽しめる“体験”」を用

意することで、来園者の満足度の向上とリピーターの獲得を実現します。 

 

 

教室などの開催を毎週末の決まった時間に設定するなど、わかりやすいも

のとすることで、施設を利用される方に「あそこへ行けばいつも楽しめる」と

思っていただける施設とします。 

※開催時間については利用者の希望なども考慮しながら設定します。 

 

 

サニースクールは、日比谷アメニスとグループ会社の太陽スポーツが

「太陽の下、のびのび学ぶ。」をコンセプトに放課後の子供の居場所づく

りとして行っている事業です。フラワーセンターの社会的資源を活かすこ

とで、行政の財源を最小限に抑えながら、これまでにないまったく新しい

形の子供たちの教育・福祉充実や地域活性化への貢献が可能です。 

平成２８年より県立相模三川公園で同事業を実施しており、約２０名の会

員を対象に、毎週火曜日年４８回のプログラムを実施しています。 

(夏休み期間中は特別プログラムも開催) 
 

本施設では植物の普及啓発施設として、自然教育に重きをおいたオリジナルのプログラムを開発し、近隣の小

学校低学年の児童を対象にサービスを提供します。通常サニースクールで行っている、対象小学校までの送迎

サービスについても、教育機関側の許可を得たうえで実施します。 

サービス利用者の負担額は１名あたり 8000～9000円(月額)です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てをする親御さんのお悩みを解決するアドバイスや親同士での悩み

相談を行える場をキッズスペースにて開催します。 

また民生委員などの協力を得て、子ども預かり付きのイベントを開催する

など、子育てに奮闘する親御さんの支援を行います。 

子ども

大人

行政

三川公園で既に届けている価値 植物園で提供しうる価値

• 小学校低学年を中心に、
楽しく、健やかに育ち、仲間ができる

• 保護者にリーズナブルな習い事を提供

• 未就学児を対象としたコンテンツにも
対応可能

• 母親にも悩み相談や大人向け習い事な
どを提供

• 最小限の財源負担で
子どもの教育・福祉を充実

サニースクールの意義

• 新たなターゲットである子ども・子育
て世帯の来園促進につながる
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現在は玉縄桜の開花時期のみ実施している夜間開園・ライトアップについて、鎌倉の夜間の観光資源の少なさ

に着目し、入園者数の減少する７、８月を中心に夜間開園を実施します。 

・夜間開園は通常料金にて実施 

・特別プログラムとして、園内の夜間ガイドツアーや出張熱帯植物館、ケータリングカー、ナイトコンサート等を実施 

・夢の島で実績のあるナイトバー（酒類の提供）を県と協議のうえ検討・実施 
 

鎌倉市観光協会と今後実施を検討する旅行ツアーや早朝に開花するハ

スの開花時期、鎌倉野菜市の実施に合わせて早朝開園を検討します。 
 

■都立夢の島熱帯植物館での夜間開館の実績 

 

・話題性・メディアでの露出回数の向上と「フラワーセンターに来ればいつ

でも、他では見られない一風変わった・珍しい植物が見られる！」という

印象を定着させ、植物好きのみなさんをリピーターとして定着させるため

に、週替わりまたは月替わりでこれまで来園者の皆さんが見た事のない

ような珍植物・新品種や、万田アミノアルファを用いて育てた巨大野菜な

ど(巨大野菜についてはイベント等で単発で実施を予定)の植物を紹介

する特設展示を管理棟のエントランススペースにて常時実施します。 

・実施にあたっては、日本最大規模の花屋である日比谷花壇のネットワークを活かすとともに、（一財）進化生

物学研究所や種苗会社等にご協力いただき、見た事の無い植物に出会う驚き・喜びを来園者に提供します。 
 

 

マスメディアに情報を提供した際に、ＴＶ，ラジオ等で報道されやすい取組み・情報を意識して取組みます。 

・季節性の高い情報(植物の開花情報、お雛様や子供の日等季節の行事に絡んだイベント情報など) 

・話題性、珍しさ(数年に一度しか開花しない植物の情報、日本ではめったに見ることができない植物の情報) 
 

■マスメディアからの取材・報道実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物のライトアップ ガイドボランティアによるナイトガイドツアー

－ 

女子美大学アートデザイン表現学科と

ライトアップ・アート作品展示で連携 

ＴＶ：東日本放送 

仙台市農業園芸センター 
神奈川新聞への掲載 

県立相模三川公園 

ぶらり途中下車の旅での放映 

国営ひたち海浜公園 

（画像は公式ＨＰより引用） 

日比谷花壇で限定販売した新品種 
“ルビーマジック” 
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特に平日を狙ったの集客策として、観光ツアーの誘致に取組みます。誘致にあたっては、ツアーを企画する旅

行代理店にまずフラワーセンターを知っていただき、そこからさらにツアーの行程に組み込んでいただく必要が

あります。 

ツアー行程の検討時の参考資料として、「大船フラワーセンターツアーガイド」を製作し、現在既につながりを持

っている旅行代理店（株式会社びゅうトラベルサービス、名鉄観光サービス、新中央ツーリスト相模原、株式会

社トラベルステーション、日本観光ツーリスト、小田急トラベル等）をはじめ、旅行代理店にツアーガイドを提供し、

団体利用の誘致を図ります。 

 

■ひたち海浜公園で実際に運用しているツアー参考資料の事例 
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●みどりの中の動物たち 

植物園の中に動物が共存しているように、園内に動物のオブジェを配置し

楽しんで頂きます。植物と動物が一緒に暮らす本来の自然に想像を膨らま

せながら園内の植物を見ると普段とは違った植物の姿が見えてきます。 

●ジャイアント・ペーパー・フラワー 

フォトジェニックなＳＮＳ映えする大きな植物のオブジェで、入園者に施設

の魅力を広めてもらい、新たな利用者層の来園を促進します。花が少な

い季節でも楽しめてＳＮＳの拡散により来園者が新たな来園者を呼ぶこと

で利用促進につながります。 

●ぬいぐるみのフォトスポット 

植物園にぬいぐるみが訪れたような、施設の植物とぬいぐるみの記念写

真用のフォトスポットを設置します。ぬいぐるみがそこを訪れたような物語

性のある写真の撮影が近頃ブームとなってきており、フラワーセンターでも

ぬいぐるみ用のフォトスポットを設置することで、利用促進、SNS による情

報拡散を期待できます。 

●写真コンテスト 

・通常部門 

本施設で撮った写真を募集し、来園者の方に投票してもらい、優秀作品を決定します。 

・インスタグラム部門 

若者も気軽に参加できるインスタグラムを活用したコンテスト。情報拡散も期待できます。 

●小学生工作発表会 

小学校等を対象に「こんな植物があったらいいな」という空想の植物を作

成してもらい、施設に展示します。ご家族で展示を見にいらっしゃる方や

ご年配の方にも楽しんで頂ける展示として入園者の増加につながります。 

●ガーデニングはじめの一歩 

植物を育てていて、失敗の経験がある方は多いと思います。あえて

皆さんの” 失敗体験“を募集し改善点やアドバイスを行う展示で植

物を育てることに親近感を持ってもらいます。 

●フラワービュッフェ寄せ植え体験 

お好みの植物を選んで寄せ植えを体験できる教室。素材は地域の生

産者などにご協力いただき、県内の花き等のＰＲを図ります。 

●プリザーブドフラワー教室 

日比谷花壇の強みを活かした満足度の高い教室を開

催します。私たちが指定管理に携わっている他施設で

は回を重ねるごとにファンが増え、現在では定員２４名

の募集に対し希望者数が多く、枠を増やして毎回６０名

を超える参加があるなど非常に満足度が高く、リピート

率の高いイベントとなっています。 

本施設においても親和性が高く、また多くの集客を望め

ることから利用促進の一環として展開していきます。 

６）植物にふれる・知る 

ラン大賞（夢の島） 

※画像は新潟県立植物館より 

※画像は https://www.g-flower.club/より 
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芝生広場を活用した利用促進プログラムを展開。本施設ならではの安全な

芝生を最大限に活用した芝育です。小さなお子様連れや高齢者向けのイベ

ントで子育て支援や健康増進、地域の交流を促進します。 

●ボタニカル青空ライブラリー 

青空の下でハンモックやチェアーでゆったりしながら読書を楽しんで

頂き、植物がかもし出すおだやかな一時を楽しんでもらいます。 

●びっくり！おばけかぼちゃ 

子どもたちと同じくらいの大きさのある、おばけかぼちゃを園内に設

置。植物の持つさまざまな顔を楽しみながら知ってもらいます。 

●芝生のうえでノビノビヨーガ 

芝生のうえで緑と風を感じながらゆっくり体を解きほぐしていきます。 

 

 

フラワーセンターの植物の展示方法は“観賞”が基本ですが、肌触り、匂

い、味など五感を使って体感することでより効果的に植物本来の魅力・

面白さを来園者に伝えることができます。 

五感で感じるフラワーセンターとして、以下の取組を行います。 
 

実際に植物に触って体感できるコーナー「五感で感じるフラワーガー

デン」を新設します。同エリアでは、手触りが面白い植物、匂いが特徴

的な植物、味わうことが可能な植物を集め、入園者が自由に植物に触

れられる場とします。 

後述の障害者の方々に向けたプログラムの実施場所としても活用する

ため、バリアフリー対応を前提に、車いすでも植物のすぐ近くまで近づ

ける動線設計とし、高さも車いす等でも利用しやすいよう、丈の低い植

物はレイズドベットに植栽するなどの配慮をします。 
 

聴覚障害の方には解説板や手話・実物の植物・写真を用いたガイド、

視覚障害の方であれば樹皮や葉の手触りの違い・香りを用いたガイド

など、ガイド・説明の方法を工夫することで、全ての方に植物の魅力に

触れて体感して頂くことが可能です。障害のある方だけではなく一般

の方も、同プログラムに参加していただくことで、見るだけではわからな

い植物の面白さにふれていただくことができます。 

また介護を要する高齢者の方にも、本プログラムは同様に楽しんでい

ただくことが可能です。 

都立夢の島熱帯植物館では、一般社団法人葛西臨海・環境フォーラ

ムや公益財団法人日本補助犬協会と協力して障害の有無にかかわら

ず全ての参加者に植物の魅力を体感して頂くプログラム開発・提供を行

っています。（実績の詳細はＰ116参照） 

本施設においても、同団体と連携しフラワーセンターならではの取組と

して展開していきます。 
夢の島熱帯植物館での実績写真 

※画像は葛西臨海・環境フォーラムＨＰより 
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イ より多くの利用を図るために行う広報・PR活動の内容等 

 

内容 記載ページ 

１）広報・ＰＲの基本的な考え方 Ｐ53 

２）来園者・近隣住民への情報発信：近距離 Ｐ54 

３）県内への情報発信：中距離 Ｐ55 

４）県外への情報発信：遠距離 Ｐ56 

 

 

 
 

 入園者数を大幅に伸ばすためには、マスメディアへの情報提供と人々の興味を引く話題づくりの成功が最大の

鍵であり、特にニュース番組などのテレビでの情報発信は大きな影響力があります。 

専任の広報担当職員を配置するとともに、類似施設とは全く異なる特色・印象を前面に打ち出す企画・広報

を行い、話題を集める広報に注力します。 
 
 

●大船フラワーセンターの独自性を前面に打ち出した広報の展開：マスメディアの活用 

日比谷花壇 広報室による情報発信 
 

広報ＰＲを担う日比谷花壇は日本最大規模のフラワーショップとして、社内に広報専門チーム「広報室」を設

置し、新聞社、雑誌、ＴＶ、ラジオ、ＷＥＢなど 2,500 名ほどのジャーナリストや編集者に日常的に情報を発信

しています。この広報力を活かし、情報が取り上げられる確率を意識して類似の植物園とは異なる特色を打

ち出した企画展・利用促進策を行い、随時マスメディアに発信します。 

 

●情報の訴求範囲と集客ターゲットに応じた、効果的・効率的な広報ツールの選択 
 
近距離(来園者・近隣住民)・中距離(県内)・遠距離(県外)といった情報の訴求範囲と、ＳＮＳ・印刷のチラシ・

ＷＥＢサイト・ポスターといった広報ツールの違いによる情報の受け取り手の違い(高齢者、主婦層、子育て世

代、10 代 20 代の若年層など)を踏まえ、誘致したいターゲットを明確に位置付けたうえで利用促進事業の内

容と連動させながら、情報伝達に使用する広報ツールを選択します。 

 

●各広報ツールの訴求効果の検証と、費用対効果の高いツールの選択 
 
実施した広報・ＰＲの施策が実際にどの程度集客に結びついているか、効果の検証に注力します。 

広報を担う日比谷花壇は東京都立夢の島熱帯植物館や大阪市咲くやこの花館、神戸市風見鶏の館といっ

た有料施設や県立相模三川公園で広報を担ってきた経験から、広報ツールの選択による効果の実績値の

情報を持っています。 

しかし本施設はこれまでの実績値が不明瞭であることから、初年度は極力多様な広報ツールを試行し、一年

間かけてその効果を分析します。二年目以降は初年度の結果を踏まえ、注力すべき広報ツールの選択と絞

り込みを行いより費用対効果の高い広報を実現します。 
 

 

 

１）広報・PR の基本的な考え方 
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ロゴマークを新たに製作し、広報ツールや園内の案内看板、花きのラベル等に活用します。 

ロゴマークを多用し繰り返し来園者の目に触れさせることで、視覚的に印象付けます。 

※ラベルに記載する内容については、本施設の特性を考慮し詳細を検討します。 

入園ゲートにおいて受付スタッフが当日の開花状況や近日中に行うイベント情報を来園者に提供します。 

現在のパンフレットや植物園だよりを見直し、より手に取りたくなるデザイン・興味を惹く内容に刷新します。 

内容については、子どもや主婦等より幅広い世代に読んでいただけるような植物のミニ知識や暮らしへの取り入

れ方などの特集を積極的に取り入れ、広く楽しんでいただけるものとします。 

制作にあたっては、構成団体の日比谷花壇が社内に有する販促物制作専門部署と打ち合わせを行い、内容・

仕様ともレベルが高い広報物を発行します。 
 

■パンフレットデザインイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）来園者・近隣住民への情報発信：近距離 

 

 

 

 

ロゴマークイメージ 案内看板デザインイメージ ラベルデザインイメージ 
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管理事務所１階に無料休憩スペース及びエントランススペースを設置します。休憩スペースには本施設や市内、

県内の類似施設や近隣観光地の案内チラシやパンフレット等を掲示、配布します。内容を定期的に入れ替える

ことで、本施設に来れば地域の様々な情報を知ることができる場所としての認知度を高めます。 

市公園協会が管理している鎌倉中央公園、鎌倉広町緑地等の施設でフラワーセンターのパンフレット・チラ

シ・ポスターを設置、イベント等の周知・案内を行います。 

フラワーセンター最寄駅の大船駅と江ノ島を結ぶ湘南モノレール、鎌倉市全域で観光客誘致の取組を行って

いる鎌倉市観光協会などから、私たちは広報ＲＰや利用促進事業においてご協力いただける旨の承諾をいた

だいており、鎌倉市公園協会においては長年の連携実績があります。 

地域の協力団体・協力企業と一体となり、地域から県内まで広域での広報ＰＲ活動を実施します。 
 

団体名 広報ＰＲに関する連携内容 

湘南モノレール 

■リーフレット、イベントチラシを各駅で配布 

■ポスターを駅で掲示 

■ホームページ相互リンク 

■フォトコンテストや絵画コンテストの開催 

■フラワーセンター入園券付きチケット販売の検討 

■湘南モノレール新聞への掲載 

■車内広告の実施 

鎌倉市観光協会 

■リーフレット、イベントチラシの配布 

■ホームページ相互リンク 

■観光協会のホームページにイベント情報の掲載 

■観光協会が行っている鎌倉観光ツアーのルート

にフラワーセンターを加えるなどの検討 

鎌倉商工会議所 

■フラワーセンター園内での飲食店実施事業者募

集支援（若手支援） 

■ホームページ相互リンク 

■リーフレット等を商工会で配布 

アボック社 
■アボック社運営の花紹介サイト「はなせんせ」 

■ホームページ相互リンク 

 

 

 

本施設の近隣には、相鉄企業のグループ会社である相鉄フレッサインが運営するホテルが３施設あります（大

船、藤沢、湘南台）。これらのホテルにおいて本施設のリーフレットやチラシを配布し、観光客・ホテル宿泊客を

誘致します。 

４）県内への情報発信：中距離 

湘南モノレール：広告イメージ 

アボック社：はなせんせサイト 
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相鉄線で配布している「かわら版（年８回、１０万部/回発行）」に

フラワーセンターの情報を掲出します。 

関東を中心に約 1 万人の社員がいる相鉄グループで配布して

いる「社内報(年 10 回発行)」をはじめ、日比谷花壇グループの

社員を対象に本施設の情報を提供します。 

フラワーセンターではかつて県内教育機関の、遠足や校外学習の行き先として活発に団体利用が行われてい

ましたが、年々減少傾向にあり現在では近隣の幼保育園による利用などに留まっています。 

施設の学習拠点としての機能強化を図る利用促進策として行う団体利用専用の園内カリキュラムや体験プ

ログラムを充実と連動して、遠足や校外授業などの団体利用、生徒の職場体験を積極的に受け入れている

旨を発信し、県をはじめ、鎌倉市や横浜市に所在する教育機関の利用を促進します。 

情報発信にあたっては教育委員会や校長会を通じて団体利用の手引を配布します。 
 

 

 

・新規に制作する本施設のホームページは、見ごろの植物、施設の開園情報や利用案内、実施事業、アクセス

などの基本情報の掲載に加え、教育機関の団体利用向けのページも設置し多様な来園者に対応します。 

・近年はアクティブシニアや観光客もスマートフォンからインターネットを閲覧することが非常に多いため、ホーム

ページはスマートフォン対応とします。 

・地域や県の情報発信もＨＰにて併せて行い、地域の情報サイトとしても活用します。 

・県内企業や団体へホームページへの広告掲載を依頼し、広報活動の収入確保と経費削減を推進します。 
 

■ＰＣ用ホームページのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）県外への情報発信：遠距離 
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■スマートフォン用ホームページのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

双方向のコミュニケーションツールとして Facebook、twitter、LINE、Ｉnstagram 等の SNS を積極的に運用します。 

SNSにはそれぞれ情報の発信、利用者の受け取り方、情報の内容による向き・不向きがあります。各 SNSの特

徴をふまえたうえで掲出する情報を判断し効果的に活用します。 
 

ＳＮＳ名称 特徴 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

■長文、ブログ形式での情報発信に有効 

■実名制のため比較的ユーザーの信憑性が高い 

■中・高年層の利用割合が多い 

twitter 

■情報の拡散が容易であり、不特定多数に広く情報を

発信したい場合に有効 

■特徴的なキャッチコピー、要約とリンクの構成 

■リアルタイム性、匿名性が高い 

■40 代以下がメインユーザーであるため若年層への情

報発信に有効 

LINE 

■国内シェア 40％のメッセンジャーアプリ 

■メルマガの代替機能として有効 

■クーポンの配布等が容易 

■固定のユーザーに対して確実な情報発信が可能 

■拡散性は他のＳＮＳと比較して低い 

Instagram 

■画像データの発信に特化したツール 

■魅力的・印象的(フォトジェニック)な写真の発信により

施設のイメージアップをはかりやすい 

■情報発信力の高いユーザー(インフルエンサー)の活

用による施設・商品広告などが可能 

■ハッシュタグ(♯)を付けることで特定のターゲットに効

果的に情報発信が可能 

■30代以下がメインユーザー：若年層に有効 

Facebookのイメージ 

Instagramのイメージ 
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日比谷花壇は社内に広報室を有しており、新聞社、雑誌、Ｔ

Ｖラジオ、ＷＥＢなど２,５００名ほどのジャーナリストや編集者に

内容にあわせて日常的に情報を発信しています。 

本施設の開花情報やイベント情報をマスメディアへニュースリ

リースし、広範囲での応報ＰＲを実践します。 

日比谷花壇では類似施設の管理において同様の手法で多

数のマスコミ掲載を実現しています。 
 

 

インターネットでの通信販売を行っている日比谷花壇のホームページは、月間 約１４０万人の方がアクセスされ

ています。このサイトに本施設のホームページをリンクさせ、広範囲への広報を実現します。 
 

 

最近はイベント情報を無料で掲載できるホームページやフリーペーパーが数多くあり、私たちも地域から広域まで

情報が発信できるツールとして活用しています。情報を掲載する場合には、家族向けなのか、専門的な内容なの

か等、媒体の特性を考慮し、効果的な情報発信を心がけます。 
 

■登録予定のホームページ・フリーペーパー 

◆子供とお出かけ情報「いこーよ」（ホームぺージ）  ◆イベントバンク（ホームページ） 

◆るるぶ.com（ホームページ）               ◆しゃらん.net 

◆タウンニュース（フリーペーパー）            ◆ぱど（フリーペーパー）  

 

■日比谷花壇のメディアへの広報ＰＲ力を活かした実績 

テレビ、ケーブルテレビ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内実績 

 

【年間の平均プレスリリース実績】 

■プレスリリース回数 約 50案件 

■メディアでの掲載や放送回数 

 総数 1300～1800件 

施設 種別 媒体名 媒体 年 掲載日 配布先
夢の島熱帯植物館 自治体 江東ワイドスクエア（ケーブルTV） CATV 2015 4月19日 見頃の花・花壇コンクール
三郷ピアラシティ その他 デイリーニュース（ジェイコム北関東） CATV 2015 4月22日 4/18ポタジェイベント紹介

夢の島熱帯植物館 その他 TOKYO MX「モーニングCROSS」 TV 2015 5月6日 ぐるっとパス2015お出かけ
夢の島熱帯植物館 その他 テレビ朝日「L4YOU！」 TV 2015 6月下旬 熱帯大温室で空中散歩
夢の島熱帯植物館 その他 テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」 TV 2015 9月30日 都民の日の無料で遊べるスポット
夢の島熱帯植物館 その他 テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」 TV 2015 10月30日 おばけかぼちゃの紹介
夢の島熱帯植物館 その他 フジテレビ「みんなのニュース」 TV 2015 11月1日 おばけかぼちゃ、お客様インタビュー

芝イタリア公園 自治体 みなとクイックジャーナル CATV 2015 11月1日～30日 芝イタリア公園紹介（イベント紹介含む）
夢の島熱帯植物館 その他 ひるまえほっと（ＮＨＫ総合） TV 2015 12月11日 熱帯のクリスマス展
夢の島熱帯植物館 その他 日本テレビ（news everyy) TV 2016 2月8日 カカオとチョコレート展
夢の島熱帯植物館 その他 テレビ朝日
報道ステーションSUNDAY TV 2016 3月27日 公園での花見とＢＢＱ
夢の島熱帯植物館 その他 テレビ東京「なないろ日和！」 TV 2016 4月20日 植物館紹介

仙台市農業園芸センター その他 ミヤギテレビ 「OH!バンデス」 TV 2016 5月3日 施設情報、GWイベント情報
仙台市農業園芸センター その他 ジェイコム「デイリーニュース」 TV 2016 6月4日 バラ祭り情報

夢の島熱帯植物館 自治体 江東ワイドスクエア TV 2016 7月24日 2020年東京オリンピックがやってくる
深谷グリーンパーク その他 みんなのニュース TV 2016 8月19日 無料

三郷ピアラシティ その他 ｹｰﾌﾞﾙTV J-com TV 2016 9月15日 9/13親力アップイベント紹介　無料
大倉山記念館 その他 地域情報番組My You! TV 2016 9月19日～25日 大倉山記念館オープンデイ

仙台市農業園芸センター その他 ミヤギテレビ　Oh!バンデス TV 2016 10月11日 秋バラ祭り開催情報
仙台市農業園芸センター その他 東北放送　Nスタみやぎ TV 2016 11月11日 収穫まつり情報

仙台市農業園芸センター その他
TBC東北放送

Nスタみやぎ 天気情報
TV 2017 1月19日 梅の開花報道

大倉山記念館 その他 神奈川新聞 新聞 2016 4月22日 ウクレレ教室
相模三川公園 その他 神奈川新聞 新聞 2016 5月9日 母の日カーネーションプードル教室　開催記事
大倉山記念館 その他 地域情報番組My You! TV 2016 9月19日～25日 大倉山記念館オープンデイ

大倉山記念館 その他 ＹＯＵテレビ CATV 20171月30日～2月5日
2月20日～2月26日
オープンデイ告知
オープンデイ報告（1回2～3分、1日5回

大倉山記念館 その他 神奈川新聞 新聞 2017 2月10日 オープンデイ告知
大倉山記念館 その他 日刊スポーツ特別号 新聞 2017 2月16日 観梅会
大倉山記念館 その他 BS朝日「100年名家」 TV 2017 2月19日 文化財施設紹介
相模三川公園 その他 神奈川新聞 FP 2017 3月発行日不明 桜情報、桜ライブ
大倉山記念館 その他 神奈川新聞 新聞 2017 3月23日 施設紹介
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