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令和元年度 事業報告 

（平成 31年 4月１日～令和 2年 3月 31 日） 

 

令和元年度は、都市緑化の推進と緑化の普及啓発により、花と緑の潤いのあるまちづくりを推進し、

新たに策定した第 3 次中期経営計画（平成 30～令和 2 年度）に則って、利用者の多彩なニーズに応え

るための魅力ある事業を着実に展開しました。 

 公益目的事業においては、「緑化普及啓発事業」「公園緑地等運営事業」「墓園・斎場運営事業」を

柱とし、市民の安らぎと快適な生活環境づくりに寄与する活動に取り組みました。 

 また、収益事業においては、公益目的事業の活動を支えるために効率的な経営に努めました。 

 

 

Ⅰ．公益目的事業 

１．緑化普及啓発事業 

（1）花壇づくり助成事業 

○ 花壇づくり助成 

助成団体は 281 団体、助成金額は 10,451,300 円（前年度：278 団体・10,204,400 円） 

○ 花いっぱいまちづくり助成 

助成団体は 7団体、助成金額は 2,857,000 円（前年度：7団体・3,040,000 円） 

○ 花壇用花苗あっせん 

＜あっせん件数＞                    （単位：件） 

  夏苗 冬苗 春苗 合計 

令和元年度 236 210 88 534 

前年度 239 212 85 536 

増減 △3 △2 3 △2 

 

（2）緑化コンクール事業 

○ 第 56 回緑と花いっぱい花壇コンクールの開催 

学校の部 9校・地域の部 70団体が参加（前年度：13校・79 団体） 

○ 令和元年度緑と花いっぱい絵画コンクールの開催  

小学校の部 113 校・2,665 点の作品応募（前年度：114 校・2,796 点） 

中学校の部 37校・376 点の作品応募（前年度：38校・371 点） 

 

  

第 56 回緑と花いっぱい花壇コンクール 

＜地域の部＞ 優秀賞（仙台市長杯）受賞花壇 

令和元年度緑と花いっぱい絵画コンクール 

仙台市長賞 中学校の部 

 



2 

 

（3）記念樹交付事業  

＜申込件数＞                          （単位：件） 

  
子供のお祝い 

（誕生・入学） 

結婚・ 

金婚・銀婚

還暦・古希 

・喜寿･米寿
新築 合計 

令和元年度 810 194 750 411 2,165 

前年度 1,001 271 949 510 2,731 

増減 △191 △77 △199 △99 △566 

 

（4）情報誌の発行 

○ 協会情報誌「杜 mori げんき」第 19 号・第 20 号の発行 

○ 八木山動物公園情報誌「八木山動物公園ＮＥＷＳ」第 34号～第 37 号の発行 

 

    

「杜 mori げんき」vol.19 春夏号  「八木山動物公園 NEWS」第 34 号 

 

（5）その他の事業 

   ○ 新緑祭 

     4 月 21 日に勾当台公園市民広場を会場に、市民協働の緑化推進を目的として開催され、里山

保全などに取り組む市民団体の活動紹介やステージイベント、スタンプラリーなどを行いまし

た。 

     参加団体：17 団体 ステージイベント：6団体 

○ 花と緑の市民講座（地域花壇づくり講習会） 

仙台市内の公共的な花壇で活動している町内会や愛護協力会などの団体(288 団体)及び小中 

学校(213 校)を対象に実施しました。花壇づくりの基礎とタネから育てる花壇づくりをテーマに

スライド及び配布資料で説明を行いました。 

1月 22 日開催：36 団体・50人参加（内訳：23団体・35 人参加／13 校・15人参加） 

○ 緑に親しむ施設見学会（杜の都名木・古木めぐり バスツアー） 

仙台市の保存樹木に指定されている名木・古木をバスで巡りました。 

   銀杏町→薬師堂（木ノ下）→根岸→多賀神社（富沢）→富沢→榴岡公園（6ヶ所・8本） 

5 月 23 日開催：22 人参加 

 

  

新緑祭 杜の都名木・古木バスツアー 
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２．公園緑地等運営事業 

（1）野草園 

＜入園者数＞                         （単位：人・件） 

年度 一般 中学生以下 計 
内団体利用 

団体 人数 

令和元年度 24,451 5,938 30,389 10 515 

前年度 27,124 7,387 34,511 11 258 

増減 △2,673 △1,449 △4,122 △1 257 

※4月の低温、萩まつり期間中の悪天候、台風 19号により利用者減。 

 

＜主なイベント等＞ 

 ○ 講座等 

      ・講習会「サクラソウの育て方」 

       4 月 29 日開催：24 人参加  

・野草園植物講話 

6月 8日、7月 28 日、9月 29 日、10月 6日、11月 17 日開催：合計 97人参加 

      ・星空を楽しむ会 

             7 月 30 日開催：夜間開園 

      ・野草みちくさ喫茶 

6月 29 日開催：19 人参加 

○ 萩まつり 

9月 13 日～23 日開催：期間入園者数 3,671 人（前年度：5,001 人） 

○ ガイドボランティアの活動 

園内の植物などについての解説・案内活動 

214 回 ・1,093 人（参加者数）（前年度：125 回・747 人） 

○ 第 39 回「植物の詩」作詩コンクール 

小学校 74 校・365 点の作品応募（前年度：78校・494 点） 

○ 展示会 

「さくらそう展」「植物標本と自然観察展」「草木あそび展」「ネイチャークラフト展」など 

   

 

植物講話「身近に見られるシダ植物」 もみじ観賞会 さくらそう植替え実技講習会 
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（2）秋保大滝植物園 

＜入園者数＞                              （単位：人） 

年度 一般 大学・高校生 中学生以下 計 

令和元年度 10,155 98 1,197 11,450 

前年度 11,048 83 1,101 12,232 

増減 △893 15 96 △782 

※集客の見込まれる週末の天候が悪く、利用者減。 

 

＜主なイベント等＞ 

○ シャクナゲふれあいまつり 

5月 3日～4日開催：期間入園者数 1,565 人（前年度：1,056 人） 

   〇 写生会 

      7 月 27 日開催：参加者数 7人 （前年度 11人） 

   ○ 夏休み親子工作教室 

      8 月 18 日開催：参加者数 大人 10 人・小人 9人（前年度：大人 15人・小人 12 人） 

○ 親子炭焼き体験教室（秋保炭焼伝承・体験会） 

       10 月 5日、6日、20 日開催：参加者数 17 人（前年度：21人）  

○ あったか・ほっこり秋保大滝植物園まつり 

11 月 3日開催：入園者数 1,895 人（前年度：1,726 人）  

○ 秋保大滝植物園で雪あそび 

2月 15 日開催：入園者数 243 人（前年度：308 人） 

   ○ 冬期特別開園 

      1 月 26 日、2月 16 日、3月 22 日の 3回実施 入園者数合計 165 人（前年度：130 人） 

○ 展示会 

「樹木の小鉢展」「山菜・薬草・毒草鉢植え展示」「羊歯の仲間展示」「木の実・草の実展示」

など 

 

秋保炭焼き伝承・体験会 あったか・ほっこり 

秋保大滝植物園まつり 

羊歯の仲間展示 

 

（3）向山中央公園 

＜公園利用者数＞      （単位：人） 

年度 公園利用者数 

令和元年度 8,976

前年度 10,679

増減 △1,703
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    ＜主なイベント等＞ 

     ○ 「どんぐりの森づくりプロジェクト」の推進（どんぐりの植付け） 

      向山小学校と連携し、同校の 1・2 年生の児童を対象にどんぐりの育て方などの実習を行いま

した。 

      10 月 29 日開催：99 人参加（向山小学校児童・教員ほか） 

○ 「ふるさとの杜再生プロジェクト市民植樹」への参加 

      平成 27 年度より仙台市が行っている「ふるさとの杜再生プロジェクト市民植樹」に引き続き 

参加しました。市民植樹では向山小学校の児童とともに「どんぐりの森づくりプロジェクト」で 

育てた苗の植樹を行いました。 

11 月 2日実施：16人参加（岡田字砂原地区） 

 

  

どんぐりの森づくりプロジェクト ふるさとの杜再生プロジェクト 

市民植樹 

 

 (4）太白山自然観察の森 

＜実施状況＞                          （単位：回・人・件） 

 
ガイドウォーク 利用団体 イベント 

回数 人数 団体 人数 回数 人数 

令和元年度 94 1,104 82 2,060 23 817 

前年度 98 1,586 97 2,112 32 935 

増減 △4 △482 △15 △52 △9 △118 

 

＜主なイベント等＞ 

○ ガイドウォーク 

毎週日曜日の午前・午後 2回実施（12月～3月は午前のみ実施） 

※台風 19 号及び新型コロナウイルス感染症の影響により、ガイドウォーク 5回中止。 

○ 講座等 

     ・「野鳥、昆虫、キノコ、哺乳動物の痕跡」など分野別にした一般向けの観察会 

       おはよう野鳥かんさつ、虫のいどころ、動物のフィールドサインをさがそう、キノコ観察会、 

秋の鳴く虫観察会、野生動物の暮らしを探ろう＆上映会 

  ・対象年齢を限定したイベント  

       キッズ昆虫たんけん隊（小学生向け）、人と森にふれあう一日（50才以下の大人を対象） 

・分野を限定しない観察会 

       夜の森の観察会、冬の森のかんさつ会、ゴールデンウィーク特別ガイドウォーク、わくわく

夜の森探検、はじめて！バードウォッチング（5月 18 日開催：10 人参加）【新規】 
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・観察の森以外のフィールドで行う観察会 

       太白山（4月 29 日開催：23 人参加、10 月 26 日開催：14 人参加） 

鈎取山（5月 25 日開催：20人参加、11 月 16 日開催：17 人参加） 

・協会自主事業 

「虫とあそぼう！～蚊帳遊び～（泉区民まつり）」※青葉の森緑地との共同開催 

8月 31 日開催：500 人参加（前年度：478 人） 

・出張ガイド及び講演会 

講師派遣の依頼により、小学校 11回、大学 2回、また、協会の他事業所（七北田公園、海

岸公園、水の森公園キャンプ場、秋保大滝植物園）への講師派遣も対応しました。 

     ・館内展示コーナーのリニューアル 

      館内の研修室内に KATASUMI ギャラリーを設置し、写真やクラフト等を展示 

○ 調査事業 

植物の開花状況、昆虫出現状況、野鳥確認状況、野生動物生息状況調査 

○ 情報誌の発行 

『森のおくりもの』第 331 号～第 342 号の発行 

 

太白山の秋をたずねて 展示「KATASUMI ギャラリー」 動物のフィールドサインを探そう 

 

（5）青葉の森緑地 

＜実施状況＞                      （単位：人・件・回） 

 
入園者数 団体対応(ガイド） 講座 

個人 団体 団体数 人数 回数 人数 

令和元年度 9,962 2,183 17 378 40 470 

前年度 7,801 1,915 24 504 32 436 

増減 2,161 268 △7 △126 8 34 

※イベントの回数を増やしたことや、新型コロナウイルス感染症の影響で解放された空間がある森

や公園に人が赴くようになり、利用者増。 

 

＜主なイベント等＞ 

○ 講座等 

・自然観察会 

カタクリの道ガイドウォーク（4月 12～14 日午前、午後開催：50人参加） 

大人の森あるき（5月 4日、5日開催：25人参加) 

初夏の花めぐりハイキング（5月 25 日開催：15 人参加） 

森であそぼう！いきものいるかな？（6月 1日開催：27人参加) 
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冬のロングトレッキング」（1月 13 日開催：23 人参加）【新規】 

冬の散歩（2月 11 日開催：14人参加）【新規】 

・クラフトおよび工作を含む自然観察会 

葉っぱが変身！紙すき体験（9月 28 日開催：13 人参加)  

野鳥のごはん「バードケーキ」作り＆野鳥観察さんぽ 

（12 月 13 日・14日開催：24人参加） 

キャンドルクラフト「クリスマスオーナメント」をつくろう 

（12 月 15 日開催：18 人参加）【新規】 

冬芽もようのくるみボタンをつくろう（2月 24 日開催：10 人参加）【新規】 

     ・自主事業（緑化普及啓発事業）として開催した講座 

森の工作～コケ玉作り～（7月 6日開催：38人参加) 

葉っぱ模様のハンカチを染めよう！(7月 13 日・14日開催：17人参加） 

染物体験「ハンカチ＆エコバッグ」（11月 23 日・27 日開催：6人参加)  

ヨーロッパ伝統のわら細工～冬を楽しむ光のモビール作り～ 

（12 月 20 日・21日開催：25人参加）【新規】 

○ 調査事業 

     ・植物・昆虫・鳥類調査 

    市民への情報提供や、希少植物の保護保全に適した園内管理作業を行うため、巡回時に確認

した植物、昆虫、鳥類を記録し、現在の生物の状況把握に努めました。 

○ 情報誌の発行 

「情報誌 青葉の森緑地」第 3号～第 9号の発行 

 

 

秋の森を散歩しよう 冬の散歩 冬芽もようのくるみボタンを作ろう 

 

（6）七北田公園 

  ① 園地 

     園内は、来園者が安全快適な環境で運動やレクリエーションを楽しめるよう、職員直営による

除草清掃や安全点検などを行い維持管理に努めました。 

また，開園後 30年近く経過し、老朽化している設備の保守点検や修繕に努めました。 

園内花壇の 3ヶ所を、職員直営で整備，管理しています。直営ならではの変化に飛んだ花壇植 

栽が可能であり、職員の技術向上にもつながるため、これからも継続していきます。 
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② 都市緑化ホール 

＜実施状況＞                           （単位：回・人） 

  年度 講習会（回） 展示会（回） 相談者数（人）

七北田公園 

都市緑化ホール 

令和元年度 41 14 1,847

前年度 42 15 709

増減 △1 △1 1,138

【新規事業】 

緑の移動相談 

令和元年度 25 － 376

前年度 － － －

増減 － － －

 

○ 花と緑のおゆずり情報バンク 

＜実施状況＞ 

  
譲り渡し 譲り受け 

申込 成立 申込 成立 

令和元年度 43件  583株 218件   361株  7 件 137 株 2 件    60 株

前年度 91件  1,469株 578件  1,509株 23 件 216 株 9 件   737 株

増減 △48件  886株 △360件△1,148株 △16件△79株 △7件 △677 株

 

＜主なイベント等＞ 

○ 展示会 

      市民の愛好団体を中心に、展示室での各種展示会が年間で 11回（8団体）行いました。また、

都市緑化ホールでは、より多くの市民に来館していただけるよう、四季折々の展示を行いました。

クリスマスフラワー展では、毎年職員が育てた鉢植えを展示し、イルミネーション＆キャンドル

ナイトは他事業所職員と連携して開催しました。 

・「クリスマスフラワー展」 12 月 7日～25日開催：3,469 人来館 

     ・「イルミネーション＆キャンドルナイト in NanakitaPark」 

12 月 7日～25 日（金・土・日・祝）夜間開催：1,285 人来館 

○ 講座・イベント 

     （都市緑化ホール） 

・秋からの庭木剪定 10月 25 日開催：29人参加（外部講師） 

・クラフト教室「お正月のドアスワッグ」12月 22 日開催：30人参加 

・ブルーベリーの鉢栽培 2月 21 日開催：33 人参加（外部講師） 

（緑の移動相談） 

     ・実習「苔テラリウム作り」11月 8日開催：31人参加（会場：市役所本庁舎） 

  ・バラの冬剪定 11月 29 日開催：23 人参加（会場：市役所本庁舎） 

     ・クラフト体験「キャンドルホルダー」2月 19 日開催：14 人参加（会場：若林区役所） 

 

○ 緑の講師派遣事業 

自主事業として実施している外部への講師派遣については、市民センターなどに 13回派遣し、319 名

の受講があったほか、学校技師花壇づくり研修を支援するなど教育機関との連携にも努めました。 
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秋のコケ玉づくり イルミネーション＆キャンドルナイト 

 

 ③ 七北田公園体育館（指定管理期間：平成 27年度～令和元年度） 

＜利用状況＞                           （単位：人・件） 

 
個人使用人数 専用使用件数 

一般 中学生以下 計 体育室 研修室 計 

令和元年度 11,521 3,691 15,212 889 799 1,688

前年度 11,249 3,671 14,920 891 827 1,718

増減 272 20 292 △2 △28 △30

 

＜主なイベント等＞ 

○ 講座・イベント 

     ・ベビーマッサージ教室 

        11 回開催：乳児と保護者 152 組 304 人参加（前年度：160 組 320 人） 

        4 月 2日、5月 23日、6月 13日、7月 11日、8月 16日、9月 12日、10 月 10 日 

11 月 8日、12 月 20 日、1月 10 日、2月 7日 

        ※3月実施予定は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため中止。 

・スポーツ教室（親子バドミントン教室） 

8月 10 日開催：14 組 29 人参加（前年度：30組 64 人） 

※3月実施予定は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため中止。 

     ・オリンピアンふれあい交流事業（バドミントン教室）【新規】 

        9 月 29 日開催：103 名参加 

・特別企画「バスケットボール開放ＤＡＹ」 

  10 月 13 日開催：210 人参加（前年度：153 人参加） 

・ノルディックウォーキング教室 

11 月 7日開催：9人参加（前年度：9人） 

        ・ヨガ教室（一般女性対象） 

  6 月 30 日開催：17人参加 7月 14 日開催：11人参加 

  10 月 20 日開催：14人参加 12 月 22 日開催：17人参加 

  計 4回 59 人（前年度 4回開催：63人） 

・ストレッチ教室（中高年者対象） 

        11 月 24 日開催：15 人参加（前年度：8人参加） 
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ベビーマッサージ教室 オリンピアンふれあい交流事業 ヨガ教室 

 

④ 仙台スタジアム（指定管理期間：平成 27年度～令和元年度） 

＜入場者数＞                           （単位：人） 

  サッカー ラグビー アメフト その他 計 

令和元年度 265,474 865 320 2,807 269,466 

前年度 350,246 2,847 300 841 354,234 

増減 △84,772 △1,982 20 1,966 △84,768 

 

＜見学者数＞                                （単位：人） 

 学校等 省庁・自治体等 その他 合計 

団体 人数 団体 人数 団体 人数 団体 人数 

令和元年度 71 1,613 4 24 57 520 132 2,157

前年度 78 1,439 6 58 48 276 132 1,773

増減 △7 174 △2 △34 9 244 0 384

 

＜主なイベント等＞ 

○ 展示室設置 

   見学者の満足度を高め魅力あるスタジアムづくりを図るため、1階のインタビュールームの一

角にスタジアムの概要やベガルタ仙台の歴史と実績、サッカー選手のユニフォームなどの他、

2002 ワールドカップ、ラグビーやアメフトを紹介する展示室を常設しています。 

○ 七北田堤防花文字及び花壇整備 

      七北田堤防花文字の植栽：6月 22 日、11 月 9日実施 

東側花壇整備：6月 22日、10 月 5日実施 

○ 幼児サッカー教室（ユアスタのピッチで選手と遊ぼう） 

8月 18 日開催：4歳から小学生の子どもと保護者 36組 75 人参加(前年：19 組 45 人) 

○ 夜のスタジアムで遊んでみよう 

      9 月 15 日開催：4歳から小学生の子どもと保護者 22組 47 人参加（前年：25組 50 人） 

○ スタジアム東側イルミネーション 

設置日：12月 7日～12月 25 日 

○ スタジアムＬＥＤ5ヶ年計画（3年目） 

      「スタジアムＬＥＤ5ヶ年計画（点灯時間が大なるスタジアム 1階廊下及び事務室などのＬＥ

Ｄ化）」に基づき１階南側廊下のＬＥＤ化を実施しました。 

      3 月 12 日実施 
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○ 仙台スタジアム利用者懇談会(利用調整会議メンバー) 

      仙台スタジアム利用者の意見を管理運営に反映し、より安全で快適な利用の実現とサービス

向上を図るため利用者懇談会を開催しました。 

1月 29 日開催 

 

 

東側花壇ガールスカウト 

共同植え付け作業 

夜のスタジアムで遊んでみよう スタジアム東側イルミネーション 

 

 (7) 水の森公園キャンプ場（指定管理期間：平成 28年度～令和 2年度） 

＜利用状況＞                               （単位：件） 

  宿泊棟 テントサイト
デイキャンプ 

サイト 
シャワー 

令和元年度 445 3,364 1,253 842

前年度 606 3,357 1,386 999

増減 △161 7 △133 △157

※3月実績（内数） 4 144 10 8

※自主事業として 3月に特別開園を実施（従来は 4月から 11 月） 

 

＜展示＞ 

○ 管理棟内野鳥の写真展示 

管理棟ロビーにおいて水の森公園内で新たに発見した野鳥の写真を更新しました。 

 

＜主なイベント等＞ 

   ○ 陶芸教室「ろくろで作る堤焼」 

      6 月 22 日開催：32 人参加 10 月 26 日開催：29 人参加 

○ ハロウィンフェア in 水の森 

      10 月 1日～31 日：子どもを対象にお菓子を配布（先着 100 個） 

   ○ アウトドア・キャンプ教室（はじめての水の森親子キャンプ教室） 

      10 月 5・6日開催：10組 27 人参加 

○ 白鳥観察＆焚火カフェ 

     2 月 1日開催：23人参加 

○ 3 月特別開園 

     新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により利用を制限したため、減少しました。 

 （利用実績は上表参照） 
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 ＜普及啓発活動について＞ 

   ○ みどり十字軍 

      山野草の育て方、藍染め体験、昆虫観察会などのイベントを開催 

   ○ 水の森公園に親しむ会 

      自然観察会の開催、散策の除草除伐作業、会報「かたくり」の発行 

   ○ 水の森里の会 

      散策路の除草除伐作業、巣箱の取り付けなど 

 

 

親子キャンプ教室 ハロウィンフェア 白鳥観察＆焚火カフェ 

（8）海岸公園 

① センターハウス 

＜利用状況＞ 

 
年度 

利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

入館者 

令和元年度 6,790 1,356 8,146

前年度 4,705 608 5,313

増減 2,085 748 2,833

レンタサイクル 

 
3 時間券 1 日券 

計 
大人 小人 大人 小人 

令和元年度 122 61 11 4 198

前年度 9 5 0 0 14

増減 113 56 11 4 184

シャワー利用 

年度 一般・小中学生 計 

令和元年度 404 404

前年度 566 566

増減 △162 △162

※ロビーの使用は無料 

※シャワー1回 100 円/5 分 

 

＜主なイベント等＞ 

○ 海岸公園再生事業モニタリング調査 

復興工事の進行状況及び植林後の景観などの変化について、定点の写真記録に保存するととも

に調査を行いました。 

 調査実施日：5月 7日、7月 11 日、10 月 17 日、1月 16 日（3ヶ月に 1回実施） 

 



13 

 

○ 海岸公園震災前・震災直後写真の常設展示 

      海岸公園主要各施設をほぼ同じ方向から撮影した震災前と震災直後の津波による被災状況写

真をロビーに展示しました。 

 ○ 「ふるさとの杜再生プロジェクト」活動状況紹介コーナーの常設 

      仙台市と協同で実施している植樹会と当協会が仙台市より受託している育樹会の活動概要及

び活動状況をロビーに展示し、海岸防災林の再生に向けて取り組みを紹介しました。 

○ センターハウス内調理室の有効活用 

      ロビーを使用する団体を対象に、調理場を貸し出し、施設の有効活用を行いました。また、夏

休み期間中に仙台市主催の深沼海水浴場で行われたイベントに合わせ、事業課と協力し軽食の

提供を行い、来館者から好評を得ました。 

      軽食提供日：7月 27日、7月 28日 

○ 海岸公園で観察できる動植物の紹介コーナー 

      海岸公園に親しんでもらうため、主に荒浜地区で年間を通して観察できる植物や野鳥の写真

を季節ごとに入れ替えた展示を行いました。 

○ クラフト体験コーナーの常設 

      来館者がリースやペンダントなど自由に作成できる体験コーナーを設置しました。ふるさと

の杜再生プロジェクトにて植樹した木から今後採取できる実や砂浜で採取できる貝殻などを材

料として準備し、特に子ども連れの利用者から好評を得ました。 

   ○ サイクリングロードマップの作製 

      近接するサイクリングロードの開通に合わせて、レンタサイクル利用者の利便性を向上させ

るために、周辺施設情報と併せて案内図を作成しました。 

 

 

サイクリングロードマップ（表） サイクリングロードマップ（裏） 

 

② パークゴルフ場 

＜利用状況＞ 

 
年度 

利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

23 ホール 

令和元年度 16,980 625 17,605 

前年度 16,808 584 17,392 

増減 172 41 213 
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＜主なイベント等＞ 

○ 初心者パークゴルフ教室（18歳以上の方対象） 

      （公社）仙台市パークゴルフ協会公認の指導員及びアドバイザーの資格を有している公園緑地

協会職員が講師となり、パークゴルフに興味のある未経験の方や初心者の方を対象とした教室を

行いました。 

6月 25 日開催：18 人参加 

7 月 30 日開催：親子対象 5組 11 人参加 

○ 交流会（4月～11月の毎月第 3水曜午前中） 

      当日参加受付を行い、コンペを実施しました。毎回男性上位 3 位・女性上位 2 位までを記録

し、12月に年間チャンピオンを決めるＳＧＡチャンピオンシップコンペを開催しました。 

○ 第 1回ＳＧＡチャンピオンシップ 

      当協会で実施した交流会と、若林パークゴルフ協会が実施した愛好会（3月～11月の毎月第 1

水曜午前中）の毎回男性上位 3位・女性上位 2位までを記録し、年間チャンピオンを決めるコン

ペを開催しました。 

○ 基本ルールやエチケットの普及 

      クラブハウスの受付窓口で、パークゴルフ未経験の方や初心者の方にパークゴルフの基本ル

ールやエチケットを記載したパンフレットを配布し、基本ルールなどの普及に努めました。 

 

③ 運動広場 

＜利用状況＞ 

 
年度 

利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

1 面 

令和元年度 2,229 4,604 6,833 

前年度 1,762 3,157 4,919 

増減 467 1,447 1,914 

※サッカーコート 1面または、フットサルコート 2面、ラグビーコート 1面使用可。 

 

 

ふるさとの杜再生プロジェクト 

育樹会 

ＳＧＡチャンピオンシップ 展示「動植物の紹介コーナー」 
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（9）各区運動施設公園 

  各区運動施設公園においては、利用の予約及び受付など適切な運営を行うとともに、定期的な巡回 

 と職員直営による除草作業などを強化し、快適な公園の維持管理に努めました。 

① 青葉区運動施設公園（指定管理期間：平成 29年度～令和 3年度） 

［野球場］ 

  年度 
利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

評定河原公園 

令和元年度 15,900 28,850 44,750 

前年度 17,686 16,376 34,062 

増減 △1,786 12,474 10,688 

桜ケ丘公園 

令和元年度 4,407 26,319 30,726 

前年度 5,033 17,609 22,642 

増減 △626 8,710 8,084 

西花苑公園 

令和元年度 557 4,196 4,753 

前年度 399 5,021 5,420 

増減 158 △825 △667 

 

［庭球場］ 

  年度 
利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

評定河原公園 

令和元年度 30,812 2,560 33,372 

前年度 29,900 2,315 32,215 

増減 912 245 1,157 

桜ケ丘公園 

令和元年度 10,045 2,241 12,286 

前年度 9,889 3,781 13,670 

増減 156 △1,540 △1,384 

青葉山公園 

令和元年度 29,543 20,273 49,816 

前年度 30,600 15,077 45,677 

増減 △1,057 5,196 4,139 

   

［運動広場］ 

  年度 
利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

広瀬川牛越緑地 

令和元年度 4,634 1,695 6,329 

前年度 10,473 2,100 12,573 

増減 △5,839 △405 △6,244 

広瀬川仲ノ瀬緑地 

令和元年度 1,370 800 2,170 

前年度 1,847 1,738 3,585 

増減 △477 △938 △1,415 

※大雨被害のため、10月から 3月まで利用停止。 
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② 太白区運動施設公園（指定管理期間：平成 29年度～令和 3年度） 

［野球場］ 

  年度 
利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

湯元公園 

令和元年度 1,627 5,701 7,328 

前年度 2,395 5,205 7,600 

増減 △768 496 △272 

太白公園 

令和元年度 1,400 5,421 6,821 

前年度 1,438 5,972 7,410 

増減 △38 △551 △589 

西中田公園 

令和元年度 4,924 7,125 12,049 

前年度 5,096 6,124 11,220 

増減 △172 1,001 829 

 

［庭球場］ 

  年度 
利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

湯元公園 

令和元年度 2,083 587 2,670 

前年度 2,501 712 3,213 

増減 △418 △125 △543 

中田中央公園 

令和元年度 7,193 7,537 14,730 

前年度 6,730 8,764 15,494 

増減 463 △1,227 △764 

 

［運動広場］ 

  年度 
利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

富沢公園 

令和元年度 5,029 16,692 21,721 

前年度 4,871 16,449 21,320 

増減 158 243 401 

中田中央公園 

令和元年度 6,423 9,380 15,803 

前年度 9,925 8,335 18,260 

増減 △3,502 1,045 △2,457 

名取川富田緑地 

令和元年度 1,658 2,455 4,113 

前年度 2,512 1,543 4,055 

増減 △854 912 58 

※名取川富田緑地は、利用受付業務のみ。 
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③ 宮城野区運動施設公園（指定管理期間：平成 29年度～令和 3年度） 

［野球場］ 

  年度 
利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

扇町一丁目公園 

令和元年度 9,168 1,852 11,020 

前年度 5,710 1,087 6,797 

増減 3,458 765 4,223 

日の出町公園 

令和元年度 8,651 5,925 14,576 

前年度 10,144 8,155 18,299 

増減 △1,493 △2,230 △3,723 

海岸公園 

令和元年度 15,072 38,472 53,544 

前年度 14,155 39,529 53,684 

増減 917 △1,057 △140 

 

＜主なイベント等＞ 

   ○ 少年少女野球教室（海岸公園）11月 30 日開催：66人参加 

 

[庭球場］ 

  年度 
利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

海岸公園 

令和元年度 4,830 4,942 9,772 

前年度 6,865 4,429 11,294 

増減 △2,035 513 △1,522 

 

[運動広場］ 

  年度 
利用者内訳（人） 

一般 小中学生 計 

扇町四丁目公園 

令和元年度 4,309 7,167 11,476 

前年度 10,376 5,242 15,618 

増減 △6,067 1,925 △4,142 

 

④ 運動施設公園指定管理者の総括 

指定管理者への指導、報告書などの取りまとめ、仙台市運動施設公園使用調整会議の開催・優 

先仮予約に関する業務を行いました。 

 

海岸公園 

少年少女野球教室 

西中田公園 

土入れ作業 

海岸公園 

緑のカーテン事業 
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(10)八木山動物公園 

＜入園者数＞                         （単位：人） 

  一般 小・中学生 幼児 合計 

令和元年度 320,189 82,374 133,117 535,680 

前年度 347,392 85,111 150,392 582,895 

増減 △27,203 △2,737 △17,275 △47,215 

 

＜主なイベント等＞ 

○ 動物ふれあい教育普及支援事業（協賛） 

・令和元年度（第 54回）「動物写生大会」 

幼児の部：171 点、小学生の部：1,299 点、中学生の部：61点の作品応募 

（前年度：幼児の部 154 点、小学生の部 1,674 点、中学生の部 166 点） 

・令和元年度（第 43回）「動物作文コンクール」 

小学生の部：56点、中学生の部：95点の作品応募 

（前年度：小学生の部 109 点、中学生の部 83点） 

・令和元年度（第 31回）動物写真コンクール 

281 人・518 点の作品応募（前年度：278 人・575 点） 

○ 園内の案内、植栽管理、除草清掃など 

  
令和元年度（第 54回）動物写生大会 

仙台市長賞（中学校の部）受賞作品 

令和元年度（第 31回）動物写真コンクール 

園長賞受賞作品 
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３．墓園・斎場運営事業 

(1) 葛岡墓園、北山霊園、いずみ墓園 

＜運営状況＞                                    （単位：件） 

  年度 
埋蔵・改葬等 墓碑 胎児 

納骨 

動物 

納骨 埋蔵 改葬 その他 計 建設 撤去 計 

葛岡 

墓園 

令和元年度 665 46 3 714 133 74 207 754

前年度 663 35 7 705 167 49 216 864

増減 2 11 △4 9 △34 25 △9 △110

北山 

霊園 

令和元年度 126 12 0 138 26 8 34 42

  前年度 125 10 0 135 18 11 29 78

増減 1 2 0 3 8 △3 5 △36

いずみ 

墓園 

令和元年度 678 9 3 690 370 9 379 

前年度 673 9 2 684 411 6 417 

増減 5 0 1 6 △41 3 △38 

計 

令和元年度 1,469 67 6 1,542 529 91 620 42 754

前年度 1,461 54 9 1,524 596 66 662 78 864

増減 8 13 △3 18 △67 25 △42 △36 △110

 

＜主な取り組み＞ 

○ 仮設トイレの設置（北山霊園） 

      お盆・お彼岸期間の混雑時期に、来園者の利便性を高めるため、管理事務所東側に仮設トイレ

を設置しました。 

 ○ 植栽の施肥実施（いずみ墓園） 

    環境局から「杜のめぐみ（有機肥料）」を譲り受け、園内植栽に施肥しました。 

 

  

葛岡墓園 

職員による草刈り作業 

いずみ墓園  

多くの墓参者 

 

(2) 葛岡斎場 （指定管理期間：平成 29年度～令和 3年度） 

＜火葬件数＞                           （単位：件） 

 6 歳以上 6 歳未満 胎児 その他 計 

令和元年度 8,844 16 180 333 9,373 

前年度 8,739 27 218 359 9,343 

増減 105 △11 △38 △26 30 
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＜主な取り組み＞ 

○ アンガーマネジメント研修の実施 

     外部講師を招き、ストレス対策、怒りの感情との上手な付き合い方等についての研修を行いま

した。 

 7 月 17 日実施：21 人出席 

○ 葬祭業者との意見交換会 

     利用者のサービス向上を目的に、斎場への要望・意見などを把握するため、葬祭業者との意見

交換会を開催しました。 

   9 月 5日開催：21人出席 

 ※3月の第 2回意見交換会は、新型コロナウイルス感染症防止対策のため中止 

○ 資格取得 

      火葬技術管理士 1級を 2名の職員が取得しました。 

乙種第 4類危険物取扱者を 3名の職員が取得しました。 

  

  

外部講師による職員研修会 葬祭業者との意見交換会 
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Ⅱ．収益事業 

＜入園者数＞ 

収入に大きく影響する八木山動物公園の入園者数については、ゴールデンウィーク期間中の天皇即位の日

にかかる奉祝行事で入園無料の日が多く設定されたことにより入園者は増加しましたが、その後、台風 19

号の来襲や土日の雨により入園者が激減しました。また 3 月には新型コロナウイルス感染症による影響を

受けるなど、昨年度より大きく 47,215 人下回り、535,680 人となりました。 

 

＜販売事業＞ 

（売店部門） 

商品展示会を視察し、売れ筋商品の情報を把握し品揃えを行いました。また、オリジナル商品の開発に積

極的に取り組み、Tシャツ・土産菓子・ドリップコーヒーなどを販売し、売上向上に努めました。 

 

（食堂部門） 

各食堂においては、イベントや客層に合わせた新メニューの開発や季節限定メニューを考案し提供しまし

た。動物公園内の食堂では、アレルギーをお持ちのお子様にも食を楽しんでいただけるようにアレルギー対

応メニューの調理販売を行い、スタンド喫茶勾当台では仮設営業の実施や営業時間を延長し販売促進に努

めました。しかし、売店・食堂収入については、台風 19 号や新型コロナウイルス感染症の影響により入園

者数が激減したことから、昨年度より大きく 23,786 千円下回る 228,197 千円となりました。 

 

＜附帯事業＞ 

駐車場収益についても、台風 19 号の来襲や新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度より大きく

2,504 千円下回り、95,677 千円となりました。 

 

＜総営業収入＞ 

当期の総営業収入については、昨年度を大きく 26,291 千円下回る 323,874 千円となりました。 

   

八木山動物公園＆伊達武将隊 

コラボコーヒー 

オリジナルタンブラー 土産菓子「ゴリラんぐ」 
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（1）施設別営業状況 

（令和 2年 3月 31 日現在） 

施設名 内 容 数量 摘 要 

八木山動物公園 

売店・食堂 7ヶ所 お山の売店含む 

自動販売機 27 台 ※プリントシール機含む 

乳母車 250 台 1回 150 円 

コインロッカー 4台 1回 100 円又は 200 円 

駐車場 2 ヶ所 キリン（立体）駐車場・ゾウ駐車場 

 計 370 台 

野草園 
売店・食堂 1ヶ所  

自動販売機 1台  

榴岡公園 
自動販売機 4台  

駐車場 1 ヶ所 48 台 

台原森林公園 自動販売機 2台  

三居沢交通公園 自動販売機 1台  

評定河原公園 自動販売機 2台  

青葉山公園庭球場 自動販売機 4台  

葛岡墓園 自動販売機 3台  

葛岡斎場 自動販売機 4台  

いずみ墓園 自動販売機 2台  

北山霊園 自動販売機 1台  

勾当台公園 
売店・食堂 1ヶ所  

自動販売機 10 台  

七北田公園 

売店・食堂 2ヶ所 仙台スタジアム売店（試合開催日のみ） 

自動販売機 13 台
仙台スタジアム設置分（6 台）は試合開催

日のみ 

駐車場 2 ヶ所 第 1・第 2駐車場 

 計 180 台 

水の森公園キャンプ場 自動販売機 4台 1台冬期休止 

秋保大滝植物園 自動販売機 2台  

湯元公園 自動販売機 1台  

海岸公園 自動販売機 5台  

  ※自動販売機総台数：86台  駐車場総駐車台数：598 台 
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（2）施設別収入状況 

（単位：円） 

施設名 年 度 販売事業 附帯事業 合 計 

動物公園 

令和元年度 196,960,712 42,295,984 239,256,696

前年度 219,593,116 45,480,308 265,073,424

増減 △22,632,404 △3,184,324 △25,816,728

野草園 

令和元年度 6,156,670 83,029 6,239,699

前年度 6,479,020 106,063 6,585,083

増減 △322,350 △23,034 △345,384

榴岡公園 

令和元年度 － 12,327,696 12,327,696

前年度 － 11,480,152 11,480,152

増減 － 847,544 847,544

台原森林公園 

令和元年度 － 453,214 453,214

前年度 － 437,457 437,457

増減 － 15,757 15,757

三居沢交通公園 

令和元年度 － 252,372 252,372

前年度 － 283,966 283,966

増減 － △31,594 △31,594

青葉山公園 

令和元年度 － 981,676 981,676

前年度 － 1,116,630 1,116,630

増減 － △134,954 △134,954

葛岡墓園 

令和元年度 1,596,700 411,462 2,008,162

前年度 1,566,400 451,194 2,017,594

増減 30,300 △39,372 △9,432

いずみ墓園 

令和元年度 891,900 322,724 1,214,624

前年度 924,900 389,558 1,314,458

増減 △33,000 △66,834 △99,834

葛岡斎場 

令和元年度 72,000 401,551 473,551

前年度 43,500 442,719 486,219

増減 28,500 △41,168 △12,668
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（単位：円） 

施設名 年 度 販売事業 附帯事業 合 計 

評定河原公園 

令和元年度 － 229,038 229,038

前年度 － 290,739 290,739

増減 － △61,701 △61,701

勾当台公園 

令和元年度 3,856,150 3,350,874 7,207,024

前年度 3,672,410 3,056,647 6,729,057

増減 183,740 294,227 477,967

七北田公園 

令和元年度 10,285,050 32,532,220 42,817,270

前年度 9,000,682 32,538,138 41,538,820

増減 1,284,368 △5,918 1,278,450

仙台スタジアム 

令和元年度 8,240,050 522,558 8,762,608

前年度 10,553,650 617,149 11,170,799

増減 △2,313,600 △94,591 △2,408,191

水の森公園 

キャンプ場 

令和元年度 137,800 417,222 555,022

前年度 149,600 463,160 612,760

増減 △11,800 △45,938 △57,738

北山霊園 

令和元年度 － 27,885 27,885

前年度 － 37,368 37,368

増減 － △9,483 △9,483

秋保大滝植物園 

令和元年度 － 302,587 302,587

前年度 － 314,743 314,743

増減 － △12,156 △12,156

湯元公園 

令和元年度 － 74,641 74,641

前年度 － 72,891 72,891

増減 － 1,750 1,750

海岸公園 

令和元年度 － 690,502 690,502

前年度 － 602,845 602,845

増減 － 87,657 87,657

合 計 

令和元年度 228,197,032 95,677,235 323,874,267

前年度 251,983,278 98,181,727 350,165,005

増減 △23,786,246 △2,504,492 △26,290,738
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Ⅲ．庶務事項 

（1）会議 

① 評議員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）基本財産 

（単位：円） 

前年度 増減 合計 摘       要 

118,000,000 0 118,000,000 利付国債（30年）第 64回      49,503,319 円 

大阪府公募公債第 340 回       20,000,000 円 

福岡市公募公債第 23回－6         27,997,480 円 

大阪府公募公債第 369 回         20,000,000 円 

七十七銀行／仙台市役所支店定期預金    499,201 円 

 

  

回 開催日 議  案 

定時 1.6.27 

1 

2 

3 

平成 30年度決算に関する件 

任期満了にともなう理事及び監事の選任に関する件 

評議員の選任に関する件 

（報告）平成 30年度事業報告 

    第 3次中期経営計画の進捗状況について 

臨時 2.3.30 

1 

2 

評議員の選任に関する件 

理事及び監事の選任に関する件 

（報告）令和 2年度事業計画について 

令和 2年度正味財産増減予算について 

回 開催日 議  案 

第 1回 1.6.5 

1 

2 

3 

平成 30年度事業報告に関する件 

平成 30年度決算に関する件 

令和元年度定時評議員会の招集に関する件 

（報告）第 3次中期経営計画の進捗状況について 

第 2回 1.6.14 1 
令和元年定時評議員会の議事に付すべき事項として 

「評議員の選任に関する件」の追加について 

第 3回 1.6.27 1 
理事長（代表理事）、専務理事の選定及び事務局長の 

選任について 

第 4回 1.11.28 （報告）令和元年度上半期事業報告について 

第 5回 2.3.24 

1 

2 

3 

令和 2年度事業計画に関する件 

令和 2年度正味財産増減予算に関する件 

令和 2年第 1回臨時評議員会の招集に関する件 
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（3）評議員（平成 28年 6月 29 日就任） 

【定数：6人以上 9人以内】 

【任期：令和 2年定時評議員会終結時まで】 

（令和 2年 3月 31 日現在）【50音順】 

氏 名 摘  要 備  考 

岩 浪  清 髙 仙台園芸コミュニティ(株) 代表取締役社長  

大沼 三枝子 オープンガーデンみやぎ 副会長  

小 高   睦 仙台市建設局長  

門 田  陽 子 
社会保険労務士 

（公財）みやぎ・環境とくらし・ネットワーク 理事
 

後 藤  昭 浩 宮城県樹木医会 会長  

菅 井   茂 仙台市連合町内会長会 副会長 
令和元年 6月 27 日就任 

（前任者 樋口 稔夫）

菅野 登志子 
仙台市立八乙女小学校教諭  

宮城植物の会 副会長 
 

舩 山  明 夫 仙台市健康福祉局長  

宮 原  博 通 （有）地域環境デザイン研究所 代表取締役  
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（4）理事及び監事（令和元年 6月 27 日就任） 

【定数：理事 6人以上 9人以内・監事 2人以内】 

【任期：令和 3年定時評議員会終結時まで】 

（令和 2年 3月 31 日現在） 

役職名 氏 名 摘  要 備  考 

理 事 長 吉川 誠一 （公財）仙台市公園緑地協会 再任 

専務理事 遠 藤  進 （公財）仙台市公園緑地協会事務局長兼務 再任 

理  事 川口 浩晃 仙台市健康福祉局保健衛生部長 再任 

理  事 今 野  薫 仙台商工会議所 専務理事 再任 

理  事 佐々木 亮 仙台市建設局百年の杜推進部長 再任 

理  事 三 瓶  渉 （株）仙台銀行 個人営業部長 再任 

理  事 中 野   勲 仙台市スポーツ協会 副会長 再任 

理  事 牧  雅 之 
東北大学学術資源研究公開センター 

植物園 教授 
再任 

監  事 吉田 広志 仙台市財政局 次長 再任 
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（5）職員（令和 2年 3月 31 日現在） 

（単位：人） 

 
職 

 

員 

嘱 

託 

職 

員 

契 

約 

職 

員 

臨 

時 

職 

員 

合 

 

計 

総務課（総務係） 

（事務局長を含む） 
6 2 0 0 8 

施設管理課 管理係 3 5 1 14 23 

緑の保全 

事業所 

自然観察の森 1 8 0 0 9 

野草園 1 8 1 8 18 

海岸公園 

事業所 
センターハウス 0 4 0 7 11 

事業課 事業係 4 11 1 4 20 

葛岡事業所 

葛岡斎場 3 2 10 0 15 

葛岡墓園 1 4 0 3 8 

いずみ墓園 1 3 0 2 6 

七北田公園 

管理事務所 

管理係 1 1 2 0 4 

体育館 0 3 4 0 7 

都市緑化ホール 2 3 1 0 6 

合  計 23 54 20 38 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

本事業報告には、その内容を補足する重要な事項が存在しないので、「一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律施行規則」第 34条第 3項に規定する附属明細書は作成しない。 

 

 


