
 公益財団法人 神戸市公園緑化協会 

 

 

１ 名 称   公益財団法人神戸市公園緑化協会 

 

２ 所在地等   兵庫県神戸市須磨区緑台 

〒６５４－０１６３ 

ＴＥＬ （０７８）７９５－５５３３ 

ＦＡＸ （０７８）７９５－５５４４ 

ホームページ https://www.kobe-park.or.jp/ 

Ｅ－mail：soumu＠kobe-park.or.jp 

 

３ 設立経過    昭和３８年７月 １日  任意団体として発足 

昭和４３年４月２０日  財団法人設立許可 

昭和５７年４月 １日  名称等一部変更 

平成 ８年４月 １日  財団法人神戸王子動物園協会と統合 

平成２３年４月 １日  公益財団法人移行 

 

４ 目的・事業 

（１）目 的 

都市緑化、公園緑地及び動物園に関する事業を通して、市民や行政との協働の理念による潤い 

   と彩りあふれる市民生活の実現を推進し、市民に憩いと安らぎの場を提供することにより、市民 

の健康増進、余暇活用の促進及び教育文化の向上に寄与することを目的とする。 

（２）事 業 

① 市民の緑化意識の向上と緑化活動支援 

② 都市公園（動物園等の公園施設を含む）、自然公園、緑地等の保全と多様な利活用の促進 

③ 動物に関する知識の普及と理解の増進 

  ④ 前各号に関する附帯事業の経営 

  ⑤ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

５ 基本財産   ２，４００万円 

 

６ 役 員 （令和３年７月１日現在） 

理 事 長         岡 田 健 二 

業務執行理事・常務理事   重 藤 洋 一 

理   事         梶 木 典 子 （神戸女子大学家政学部 教授） 

理   事         菅   文 博 （オリックス野球クラブ(株)事業本部 副本部長） 

理   事         中 野 裕 行 （（一社）日本旅行業協会関西事務局 事務局長） 

理   事         東     真 （（一社）神戸市造園協力会 会長） 

理   事         深 町 加津枝 （京都大学大学院地球環境学堂 准教授） 

監   事         飯 塚 敏 勝 （税理士） 

 

 

 

 

全国公園協会協議会 
https://www.zenkoku-kouen.gr.jp/



７ 事 業 概 要 

 

 【令和２年度事業報告】 

 

 

（事業区分） 

公益目的事業：学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の 

増進に寄与する事業 

 

収益事業等 ：公益目的事業以外の事業で、公園利用者等の利便に供するための事業等 

 

 

（１）公益目的事業 

① 公益１事業 市民の緑化意識の高揚と緑化活動支援事業 

ア 緑化啓発イベントの実施 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

㋐ 花のフェスタこうべ２０２０への参加（５月３０日、御崎公園）、中止 

イ 花壇管理事業 

（ア）花のまちづくり事業 

㋐ 三宮を中心に、花のプロムナード花壇に加え、特色のある立体花壇の設置による高品質な 

飾花の実施 

㋑ 三宮中央通り、北野における地元との協働による飾花活動の実施 

（イ）花壇管理（花のプロムナード花壇、ふれあい花壇、フラワーほっト事業、スポンサー花壇） 

  ㋐ 花のプロムナード花壇     ２６箇所 

  ㋑ ふれあい花壇         １０箇所 

  ㋒ フラワーほっト花壇       ５箇所 

  ㋓ スポンサー花壇        １３箇所 

（ウ）市民花壇の花苗配布 

  ㋐ 花苗の配布  各花壇に年３回（標準２４０株／回） 

  ㋑ 市民花壇数         ７０５箇所 

ウ 市民ボランティア等との協働による地域緑化事業 

（ア）緑花クラブＫＯＢＥへの活動支援 

（イ）「花みどり工房すずらん」「花みどり工房学園都市」の管理運営支援 

（ウ）オープンガーデン開催時の活動支援  

エ 民有地の緑化活動に対する助成事業の実施 

（ア）生垣緑化助成           ６件 

（イ）不用樹木の移植 移植実績     １件（高木１本） 

オ 緑化啓発に関する教室・コンクールの実施 

（ア）講習会及びガーデニング教室の開催 

㋐ センターでの開催       １８回   １９１人 

㋑ 緑花リーダーの養成関連     １回     ６人 

㋒ 市民花壇アドバイザー現地指導  １回     ５人 

（イ）展示・催し物の開催 

㋐ 「盆栽展」、「多肉植物展」等      ２４回 

（ウ）花と緑の神戸まちなみ写真コンクールの実施 



㋐ 応募総数   １８９点 

㋑ 入賞      ２０点 

（エ）花の絵コンクールの実施 

㋐ 応募総数 ３，９２６点 

㋑ 入賞     １７４点 

カ 花と緑の情報発信、広報誌の発行 

（ア）花の情報（ホームページ） 

㋐ 市民モニター  ２４人 

（イ）ホームページの運営 

㋐ 年間サイトアクセス数  ６９，７４６件 

キ 神戸菊花協会の運営及び神戸菊花展覧会の開催（菊の栽培育成を含む） 

（ア）神戸菊花協会の運営 

㋐ 理事会・総会の開催    ６月６日 

㋑ 菊づくり講習会の開催   ４項目（計２１回開催）ほか 

（イ）第６９回神戸菊花展覧会の開催（相楽園） 

   ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

    花と緑のまち推進センターで育成した菊の展示のみ実施 

ク 花と緑の緑化相談の実施 

（ア）相談件数          １，００２件（１日平均約１０件） 

ケ 緑花リーダー等ボランティア人材育成事業の実施 

（ア）「まちかど花緑ガーデナー養成講座」 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 単発講座として４回の補講を実施  ５４人 

コ 神戸みどりの夢基金事業の実施 

（ア）神戸のまちづくりに活用できるような緑に関する普及・啓発に寄与する調査・研究に対しての 

支援               １０件 

サ 六甲山もりづくり基金事業の実施 

（ア）ホームページの運営、六甲山地の植物ガイドブックの販売等広報業務 

（イ）寄附者への記念品プレゼントの贈呈 

（ウ）「私有林研究会（神戸市主催）」の現地見学会運営業務 

（エ）「ながた緑プロジェクト（長田区主催）」への六甲山材の提供とイベント支援 

（オ）六甲山上の回遊性が高い「ブナの道」において、歩きやすい道づくりを継続 

シ 須磨浦公園、王子動物園のサクラ保全育成 

 

② 公益２事業 利用者満足度を高める公園緑地のマネジメント事業 

ア 一般公園等の多様な利活用の促進 

（ア）一般公園の維持管理        １１公園 ３９８.７ha 

  ㋐ 大倉山公園、神戸青少年公園、ひよどりごえ森林公園、須磨浦公園、奥須磨公園、海浜公園、 

須磨寺公園、舞子東海浜緑地（アジュール舞子）、垂水健康公園、高塚公園、キーナの森 

（イ）運動施設の維持管理 

  ㋐ テニスコート６公園（２１面）、野球場１１公園（１１面）、球技場５公園（５面）等の 

維持管理、利用受付、使用料の徴収 

（ウ）その他都市公園等維持管理 



  ㋐ 対象公園数  １，６２５公園  公園の遊具等の施設点検：年４回実施 

（エ）みなとのもり公園づくりコーディネート業務 

（オ）旧乾家庭園の管理業務 

（カ）ウォーキング活動の普及・推進（地域の健康づくり支援 ４公園） 

イ 有料公園等の多様な利活用の促進 

（ア）須磨離宮公園 

  ㋐ 公園の管理運営  共同事業者：（一社）神戸市造園協力会 

・年間入園者数  ２２１，５１８人 

（目標値： ２８２，０００人、  令和元年度 ３０８，２０７人） 

※夜間開園９日間  夜間入園者数  ２，５７１人 

（令和元年度 ２０日間 ７，９０４人） 

㋑ 主なイベント 

・「バラの鑑賞会（春・秋）」               中止 

・「キッズダンスin離宮」             （１０月１１日）  ３，３８８人 

・｢月見の宴｣                                  中止 

・「もみじのライトアップ」 （１１月１４日～１２月６日、土日のみ点灯）２７，７８６人 

・「第６９回秋の洋らん展」         （１１月１６日～２３日）  ９，８０８人 

・「第７０回春の洋らん展」          （３月２２日～２８日）  ５，１２０人 

㋒ その他展示及び案内ガイド 

・展示 

ポインセチア展            （１１月２６日～１２月２７日） 

ジャンボ松竹梅展示          （１２月１９日～１月１１日） 

春のスウィートハート展           （２月５日～３月７日） 

㋓ 近隣大学とのキャンパス・パーク連携事業 

 神戸女子大学との連携事業 

・イベント・展示等の開催 

 「カラーロープであそぼう！」、みつろうワークショップ、クリスマスリース配布等 

・蜂蜜を活用する須磨区との協働商品開発プロジェクト“SUMA×BEE×SHINJO”への参画 

・その他 

 バラの無農薬栽培の開始、蜂蜜のみつろうによるハンドクリームの製造監修 

園内アンケート調査、広報活動の協力等 

㋔ ビジネスパートナーとの連携 

 ・蜂蜜・みつろうによるハンドクリームの製造 

・ツリーイング体験の実施 

・個人講師によるハリウッドヨガ教室の開催 

・ダイニングカフェ「GARDEN PARTAGE（ガーデンパタジェ）須磨離宮」 

・キッチンカー出店による飲食・物販サービスの充実 

㋕ 地域・市民団体との連携 

・イベント・展示の開催 

蝶のいるガーデンフォトコンテスト、四季の植物とみどころ散歩、キャンドルナイト、洋ら

ん展、小さなコンサート等 

・維持管理 

バラの育成管理（バラの育て方講習ローズGrower等）、ハーブ育成、落ち葉堆肥づくり、バ



タフライガーデン整備、園内清掃、「バラの小径」の管理指導ほか 

㋖ 園地管理及び工事調整等 

・(一社)神戸市造園協力会との分担・連携によるきめ細かい園地の維持管理の実施 

   ・オリジナルローズ「茜離宮」の育成・展示 

・園内トイレの建て替え（バラ園西側、令和３年度夏完成予定） 

（イ）森林植物園 

㋐ 植物園の管理運営 

・入園者数  １９５，７３９人 

（目標値： ２２５，０００人   令和元年度 ２１４，４５２人） 

㋑ 森林展示館における企画展の開催 

・企画展 

第８回フォトコンテスト作品展       （３月１日～４月１０日、 

４月１１日～７月１９日） 中止 

野鳥展                  （５月９日～５月３１日） 中止 

あじさい鉢物展（屋外実施）       （６月１３日～７月１９日） 

植物画展                （７月２３日～８月２３日） 中止 

起工８０周年特別展示「森林植物園のあゆみ」（９月５日～３月３１日） 

六甲山のキノコ展            （９月６日～１２月１８日） 

シモバシラ展                （１月７日～３月７日） 

・コーナー展示  四季折々の植物や生き物をテーマに、各コーナーで小展示を実施 

㋒ 主なイベント 

・「新緑 つつじ・しゃくなげ散策」     （４月１８日～５月１7日）     中止 

・「森の中のあじさい散策」         （６月１３日～７月１９日）４２，１９１人 

・「森林もみじ散策」           （１０月２４日～１１月３０日）２，４４４人 

㋓ 真野響子名誉園長の業務活動 

・七夕のつどい                  （７月１２日）     ２００人 

・名誉園長とペンキ塗り              （９月２２日）      １３人 

・とんどやき                  （１月１０日）    ２，４４４人 

㋔ 自然観察会、探鳥会等の開催 

・自然観察会等 

「自然観察講座」(１０回、４、５月分中止)、「森林あじさい講座」（３回、５月分中止） 

「薬樹観察会」（３回、６月分中止）、「カエルの学校（２回）」、「六甲山の生きものに出会お

う」、「鳴く虫を聞く夕べ」、「バッタと遊ぼう」、「冬芽の観察と七草がゆ」、「樹木医さんと散

策」（２回）、「キノコ展示解説」、「ニホンカモシカ観察会」（１回）「いきもの好き集まれ‼」

（５回、４、５月分中止）等 

・探鳥会（奇数月の第２日曜日）（２回、５、７、１、３月分中止） 

早朝開園７：００～（中止）、早朝探鳥会７：３０～（中止）、定例探鳥会９：３０～（１月

は定例のみ） 

・親子でバードウォッチング（偶数月の第３日曜日）（２回、４、６、８、２月分中止） 

・ネイチャーゲーム（３回、４、６月分中止） 

㋕ クラフトやアート、健康づくり講習等の開催 

・「春（中止）・秋の草木と遊ぶ」、「こども植物画教室」、「親子で葉っぱを描こう」、「アジサイ

花飾りづくり（中止、販売のみ開催）」、「ハギを使った工作」、「森林浴ヨガ」 



 ㋖ 集客増につなげる取組 

・夜間の紅葉を演出する「森のライトアップ」の実施 

・青葉トンネル内のＬＥＤを利用した光の演出 

・自動車愛好家のミーティングイベントの開催 

・「もりのおとミュージックフェスティバル２０２０」コンサートの開催 

・ギター、クラリネット、歌 等 各種コンサート ３回 

・クロスカントリーリレーマラソン、トレイルランニングレース、健康ウォーキングの開催 

・山の日イベント（トレイルラン（開催）、アウトドアフェスタ（中止）） 

・夏休みこどもフェスタの開催 

・ホームページのリニューアル、ＳＮＳによる情報発信 

㋗ 園内散策ボランティア 

・季節に応じた園内の花や樹木の魅力を案内 

・毎日曜、祝日（イベント期間は土曜も）に午前、午後各１回実施 園内イベントへの参加 

・ボランティア：２０人 

㋘ 教育機関との地域連携事業の実施 

・神戸親和女子大学による「紅葉のライトアップオープニングコンサート」等の参画 

・神戸女子大学との連携による新たな遊具についてのワークショップの実施 

・神戸弘陵高校放送部（イベントの司会）や兵庫県立御影高等学校生物班（キノコ展示） 

㋙ あじさい情報センターの充実 

㋚ 市民、ＮＰＯ協働イベント 

 ・市民参加アナベルの森づくり（４、１０月開催） 

 ・「さくら サクラ 桜 未来へつなごう」ＮＰＯ法人樹木研究会（樹木医）（１１月共催） 

（ウ）神戸総合運動公園 

㋐ 運動競技施設等の管理運営 

ユニバー記念競技場、補助競技場、グリーンアリーナ神戸（メイン･サブ）、球技場、テニス

コート 

㋑ その他公園施設の維持管理 

野外ステージ、水のくに、自然のくに、冒険のくに、コスモスの丘、展望広場、駐車場、 

その他園地及び花木の管理 

㋒ 主な大会・イベント 

・ユニバー記念競技場 

≪陸上競技≫ 

兵庫リレーカーニバル            （４月１８日、１９日）      中止 

兵庫県高校ユース陸上競技会         （８月２０日～２４日）  ８，４７９人 

≪サッカー≫ 

兵庫フットボールデー                （９月１３日）  １，１３２人 

≪ラグビー≫  

全国高専ラグビーフットボール大会        （１月４日～１０日）    １，２８１人 

ジャパンラグビートップリーグ 神戸製鋼ＶＳキャノン （２月２８日）   ４，８６９人 

ジャパンラグビートップリーグ 神戸製鋼ＶＳ日野      （３月６日）   ２，９５６人 

・グリーンアリーナ神戸 

≪バレーボール≫ 

全日本９人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会 （８月１３日～１５日）   中止 



Ｖリーグ DIVISION 1 WOMEN 神戸大会      (１月３０日、３１日）     ４，２８５人 

≪卓球≫ 

兵庫県Ｕ―１５ホープス・カブ・バンビ ランキング戦（７月２３日）   １，００１人 

全日本卓球選手権大会（ホープス以下の部）   （７月２４日～２６日）       中止 

≪フットサル≫ 

Ｆリーグ・デウソン神戸戦         （４試合開催２試合中止）    ３８０人 

FUTSAL KOBE FESTA ２０２０          （６月３日、４日）      中止 

日本女子フットサルリーグ ２０２０ 前期      （９月５日、６日）       ３００人 

日本女子フットサルリーグ ２０２０ 後期   （１月２３日、２４日）        中止 

≪バスケットボール・ハンドボール≫ 

全国高校バスケットボール選手権大会ウィンターカップバスケット２０２０ 

（１０月３１日、１１月１日）  ２，５９９人 

全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会 （１１月２８日、２９日）      中止 

≪柔道・弓道・空手≫ 

全国高校総体柔道競技大会               （８月３日～７日）        中止 

全日本学生弓道選手権                （１２月２２日～２４日）         中止 

全日本少年少女空手大会                   （２月６日）        中止 

・テニスコート 

毎日オープンテニス選手権大会（ベテランの部 （４月２０日～２３日）        中止 

関西オープンテニス選手権大会（ベテランの部   （６月９日～１２日）       中止 

関西オープンテニス選手権大会（ベテランの部  （９月１３日～１７日）     ３６５人 

毎日オープンテニス選手権大会（ベテランの部 （１０月１２日～１６日）    ６３２人 

・トップアスリートによる講習会 

アルコ神戸 フットサルクリニック            （７月３１日）      ３３人 

久光製薬スプリングス バレーボールクリニック                 中止 

西宮ストークス バスケットボールクリニック                   中止 

・その他 

プロ野球・オリックスＶＳ楽天戦 ３試合               １４，３２７人 

プロ野球・巨人ＶＳヤクルト戦  ２試合                ９，０１４人 

全日本バトントワーリング選手権大会       （５月９日、１０日）     中止 

西日本学生体操選手権大会           （５月２２日～２７日）     中止 

Fantasy on Ice ２０２０            （６月１２日～１４日）     中止 

フランス体操チームの合宿           （７月１３日～２１日）     延期 

全国幼稚園保育園幼児音体フェスティバル関西大会    （１１月７日）     中止 

㋓ 魅力あっぷセミナー 

総合運動公園で野鳥観察ほか                  ９回     １３１人 

㋔ スポーツコミッションサービスに向けた取組 

宿泊施設と連携した合宿プランの実施や企業運動会の誘致 

㋕ ユニバースポーツクラブとの連携 

クラブ活動の場の提供やクラブ運営に関する協力・支援 

㋖ ボランティア団体等との協働によるイベント等の開催 

・コスモスの丘ボランティアの活動  １４回               延べ３６７人 

・コスモスの丘 ひまわりの苗植えイベント        （５月１３日、１４日）    中止 



・里山倶楽部緑台のボランティア活動（里山整備・講習会等）             ７回 

・ガーデニング倶楽部（交流会・手入れ会・花壇植替え）              ８回 

・コスモスまつり                      （１０月１１日）２，７５０人 

・近隣大学との協働事業 

ＵＮＩＶＥＲ祭                        （８月９日）     中止 

フォトコンテスト―神戸芸術工科大学教員による審査 

㋗ その他 

・菜の花マルシェ                        （４月５日）     中止 

・おさんぽビンゴ                    （４月８日～３０日）    中止 

・神戸スポーツパークフェスタ               （５月５日、６日）    中止 

・ナイトパークプログラム                 （８月７日～９日）    中止 

・コスモスＤＡＹイベント（マルシェ、ビンゴ等）    （１０月１日～３１日）１，０９３人 

・公園カフェ                       （１１月各土曜日） 

・東京２０２０オリンピックパラリンピック競技大会に向けた 

カントダウンイベントin ユニバー競技場           （１月１１日）     延期 

    ・公園マルシェ                        （１月１１日）    中止 

    ・菜の花ビンゴ（子供たちの居場所づくり対策）      （３月１日～３１日）  ５６９人 

    ・菜の花まつり                        （３月１３日）        中止 

    ・施設無料開放ＤＡＹ（子供たちの居場所づくり対策）（３月２３日、２７日） 

（エ）あいな里山公園（国営明石海峡公園神戸地区） 

㋐ 公園の運営管理 

・入園者数 ３４，４２２人 （令和元年度 ４６，０００人） 

㋑ 主なイベント 

・ＧＷイベント「あつまれ！里山っこ あいなであそぼう」             中止 

・「田植えまつり」                               中止 

・「やまももまつり」                              中止 

・あいな里山秋フェスタ「あいなの秋を楽しもう」 （１０月３日～１１日） ２，９１３人 

※うち１０月３、４、１０、１１日「稲刈り体験」             ５２５人 

・あいな里山冬フェスタ「あいな初まつり」                    中止              

 ※うち１月１１日「とんど焼き」（WEB配信）                ４５０人 

㋒ 二十四節気七十二候を体感する里山体験メニュー・里山学習プログラムの提供 

・「里山体験メニュー」（毎日、平日２回土日祝２回、里山作業・収穫）    ４，６５２人 

畑の草取り、野草茶づくり、薪づくり等の里山作業と玉葱やジャガイモ等の収穫体験を実施 

・「里山学習プログラム」（土日祝、事前申込制）年間８８回         ７，７４５人 

野鳥や水辺の生き物、植物等の自然観察、木工体験、稲刈り等多彩なプログラムを実施 

㋓ 市民活動団体及び近隣施設、大学等との連携 

・従前から公園内で活動している団体で構成される「あいな里山参画団体運営協議会」の活動 

を支援し、協働で里山学習プログラム等を実施 

・神戸市内の小・中学校を中心に収穫や環境学習等の里山体験を提供 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため２学期以降に延期    ４７校 ３，８４３人 

・神戸芸術工科大学、兵庫県立大学、神戸鈴蘭台高等学校等の教育機関と連携 

神戸芸術工科大学へ「あいな里山公園内における自然・人・もの・資源を活用した教育プロ 

グラムの計画実施」を委託               （４月１日） 



・フォーラム「かやぶきから里山の未来を考える」を開催（２月２７日）     ３０人 

兵庫県立大学「森林動物研究センター」「人と自然の博物館」と連携し、園内の野生動物や 

昆虫を学ぶイベント等を共催実施 

・しあわせの村やキーナの森と連携した多様なニーズに対応した魅力あるプログラムを実施 

 「３園めぐりスタンプラリー」     （１１月１日～１２月２８日）    １５０人 

 「３園縦断チャレンジをウォーク」         （１１月２８日）     ２３人 

㋔ 里山フレンズの活動 

・魅力的な公園利用の実現と活性化を図るため、個人参加型ボランティア「里山フレンズ」を 

募集                       令和３年３月現在    ４５人登録 

㋕ 集客増につなげる取組 

・スマートフォンやＳＮＳに対応したホームページを活用した情報発信を適宜実施 

・話題性のあるプレスリリースを週１回実施 

（オ）民間事業者と共同で行う指定管理事業 

㋐ 対象施設 

・大原山公園・掖谷公園テニスコート及び駐車場（共同事業者：（株）ＩＴＣ） 

・相楽園（共同事業者：（一社）神戸市造園協力会） 

㋑ 民間事業者との共同運営 

・テニススクールの開催等の施設の活性化対策の実施 

・飾花等協働事業の実施 

・多言語パンフレット作成及び情報誌掲載等広報活動の実施 

 

③ 公益３事業 動物に関する知識の普及と理解の増進事業 

・入園者数 ６４５，８９３人 （令和元年度１，０４４，６６２人） 

ア 動物科学資料館管理運営業務 

・図書室利用者（４月、５月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉館）３，８５２人 

（ア）特別展の開催 

㋐ 特別企画展「ありがとうタンタン」 （令和元年６月１日～終了未定） 

  横尾美々氏のパンダ絵画を追加展示 （令和元年９月１７日～終了未定） 

（イ）各種イベントの実施 

㋐ ワークショップ 

 ・第１回         （４月１８日）   中止 

 ・第２回        （５月 ９日）   中止 

 ・第３回        （６月 ６日）   中止 

 ・第４回         （９月１９日）   中止 

 ・第５回「ぱくぱくペンギンカードを作ろう！」灘図書館連携 （１１月２１日）  １５人 

 ・第６回         （１月２３日）   中止 

 ・第７回               （２月）      中止 

㋑ たなばたを飾ろう ～動物たんざくに願いをこめて～        （７月４日、５日）    中止 

㋒ 動物うちわをつくろう ～手作りうちわで夕涼み～           （８月１１日～１５日）   中止 

㋓ 動物園のお仕事探検隊 ～飼育係と獣医さんのお仕事～                （１０月）      中止 

㋔ 動物クラフトでツリーを飾ろう                 （１２月５日） １２８人 

㋕ クリスマスZOOコンサート ～葺合高校吹奏楽部とともに～          （１２月２０日） １８５人 

㋖ ウインターZOOコンサート ～神戸大学附属中等教育学校吹奏楽部とともに～ 



㋗ 講演会               （３月）   中止 

㋘ はく製展（はく製展示室）            （１１月２０日～９月３０日） 

・開園７０周年特別展プレオープン「歴史を飾った はく製になった動物たち」 

（ウ）教育普及事業 

㋐ 教育支援事業「動物教室」               （１４２件）１１，０５３人 

㋑ 動物かみしばいとお話（原則として日曜、祝日に実施）             中止 

㋒ 夏休み自由研究相談           （７月２０日～８月１０日）      中止 

㋓ 夏休み自由研究作品展            （１０月１日～１５日）     中止 

㋔ 夏休み動物研究サポート         （７月２７日～８月１５日）    ４０人 

（「夏休み自由研究相談」の代替行事） 

㋕ 夏休み動物足型教室                 （７月２５日）     中止 

㋖ 夏休み動物の体探検隊                  （８月８日）      中止 

㋗ 夏休み動物切手教室 切手文化博物館連携       （８月２２日）     中止 

㋘ どうぶつ観察サポート教室 

 ・第１回        （１１月１４日）    １０人 

 ・第２回        （１２月１２日）    ２０人 

イ 動物園事業との連携 

（ア）動物に関する刊行物の共同発行 

㋐ 園誌「Habataki」発行 

㋑ 開園７０周年記念誌 

（イ）動物園に関する広報・広告 

㋐ イベント支援 

・夜桜の通り抜け                     中止 

・トワイライトZOO          中止 

・第３２回アマチュア動物写真コンクール作品展（１１月２６日～１２月８日） 

・第５３回「丑年」賀状版画コンクール作品展   （１月２日～２０日） 

㋑ 広報等 

・動物園外大型看板の設置 

・動物の缶バッチ製作 

 

 ④ 公益共通事業  

ア 有料公園等の利用者へのサービス向上と来園者数の増員 

（ア）旅行会社（阪急交通社、読売旅行社、神戸新聞社等）とのツアー造成による集客 

１５，４７１人（須磨離宮公園９，２７８人、森林植物園５９５人、相楽園１０７人、あいな里山

公園２人、神戸総合運動公園５，４８９人） 

（イ）コープこうべ、ＪＡＦ、イオン、リロクラブ４社（会員数：約３，６６９万人）、ハッピーパッ

ク等の勤労福祉共済９団体（会員数：約１０，２００社 ２０７，０００人）、兵庫県建設業協

会や兵庫県洋菓子協会等の福利厚生契約９団体を対象に入園料等の優待提携 

利用者数  ４１，６７２人 

（ウ）インバウンド対策として、外国人向けに有料公園３園の割引チケットを観光案内所等２２箇所

に設置        利用実績２３人（令和元年度 ２２０人） 

（エ）魅力の発信を目的としたイベントを開催 

（森林植物園と共同企画「紅葉のライトアップ」・フォトコンテスト・ＪＡＺＺ等） 



（オ）須磨離宮公園：山陽電気鉄道(株)共同企画「須磨さくらめぐりスタンプラリー」を実施（参加

者４０９人） 

イ 各公園や緑花に関する情報の発信（ホームページ等の運営） 

（ア）アクセス数 ５３２，４２７件 （協会トップページアクセス数 １日平均 １，４５８件） 

（イ）テレビ、ラジオ、新聞、ＳＮＳ等を利用した有料公園の広告や情報発信 

ウ 公園利用者への安全・安心の確保 

（ア）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の維持管理 ３０公園 ３７台 

（イ）災害対応自動販売機の設置 ２公園２台（瀬戸・大倉山） 

 

（２）収益事業等 

① 収益１事業 公園施設等附帯収益事業 

ア 駐車場等の運営 

（ア）一般公園等 

㋐ 一般公園駐車場（１１公園１２箇所） 

・駐車場利用台数  ５３３，０８４台 （令和元年度 ５７６，１８９台） 

（イ）有料公園等 

㋐ 須磨離宮公園附帯駐車場 

・駐車場利用台数   ４１，８７８台 （令和元年度 ４９，３２４台） 

㋑ 森林植物園附帯駐車場 

・駐車場利用台数   ５５，３２４台 （令和元年度 ４７，２７２台） 

㋒ 神戸総合運動公園附帯駐車場 

・駐車場利用台数  ２０３，０６２台 （令和元年度 ３４７，４１７台） 

㋓ あいな里山公園附帯駐車場 

・駐車場利用台数    ９，７７２台 （令和元年度 １１，５４５台） 

㋔ 神戸みどりの夢基金事業の運用のための駐車場経営 

・契約台数           ４台  

イ 公園施設内の売店、レストラン、自動販売機の運営 

（ア）一般公園等 

㋐ レストラン、売店 

 ・レストラン          ２店  諏訪山公園、東遊園地 

・喫茶軽食           ２店  須磨浦公園、須磨寺公園（おらが山、１１月１４

日で営業終了） 

・売店             ２店  元町滝公園、アジュール舞子 

・コンビニエンスストア     １店  神戸総合運動公園 

㋑ 飲料水等自動販売機     ５６台 

㋒ 市民農園    ３箇所（２５１区画） 八幡南、名谷、高倉台 

㋓ テニススクール       ３箇所  本多聞南公園、垂水健康公園、大和公園 

（イ）有料公園等 

㋐ 須磨離宮公園 

・レストラン、キッチンカー、自動販売機の運営 

・蜂蜜、書籍等の販売 

㋑ 森林植物園 

・森のカフェ、売店、自動販売機、あじさいの苗の販売等 



㋒ 神戸総合運動公園 

・体育館でのスクール（室内テニススクール、新体操、太極拳等） 

・トレーニングセンターの運営 

・テニススクール 

・レストラン、売店、自動販売機等 

㋓ あいな里山公園（国営明石海峡公園神戸地区） 

・自動販売機、売店 

 

② 収益２事業 動物園収益事業 

ア 動物園内の遊戯施設、売店、レストラン、自動販売機の運営 

（ア）レストラン           ２店 

（イ）売店              ２店 

（ウ）飲料水等自動販売機      ３１台 

（エ）動物園事業部遊戯施設・ベビーカー 

㋐ 遊戯施設         １８機種 

㋑ ベビーカーの貸出     １４１台 

イ 動物園ユーカリ栽培 

（ア）ユーカリの栽培及び維持管理  ７地区（鹿児島県肝属郡、愛媛県宇和島市、岡山３地区 

（玉野市、瀬戸内市２地区）、三重県伊賀市、神戸市） 

ウ その他公園施設等維持管理 

（ア）王子動物園の樹木等の維持管理 

 

８ 指定管理者 

（１）指定管理者制度導入の有無 

    有 

（２）指定管理者としての受託の有無 

    有 

（３）指定管理者としての受託している施設の内訳 

一般公園：１ 

有料公園：３（庭園等含む） 

有料施設：２（スポーツ施設） 

 

９ 交付金・補助金・助成金 

（１）交付金    なし 

（２）補助金    ８５４，０００円 

（３）助成金 ２５，５９４，２９７円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 決 算 概 要     （令和２年度） 

 

損 益 計 算 書 

 

      （令和２年４月１日から 令和３年３月３１日まで） （単位：千円） 

費 用 の 部 収 入 の 部 

Ⅰ．事業費用 2,056,425 Ⅰ．事業収入 2,098,853 

 １．緑化啓発等事業費 37,590  １．緑化啓発等事業収入 4,140 

 ２．公園施設等維持管理業務費 579,105  ２．公園施設等維持管理業務収入 545,085 

 ３．指定管理者等事業費 1,098,639  ３．指定管理者等事業収入 1,120,868 

 ４．附帯事業費 

 ５．一般管理費 

338,199 

2,892 

 

 ４．附帯事業収入 

 ５．一般管理費 

        

424,193 

4,567 

 

Ⅱ．事業外費用 9,390 Ⅱ．事業外収入 0 

合     計 2,065,815 合     計 2,098,853 

収 支 差 額                        33,038 

 

 

11 諸 規 程 

（１）定款                    （21）基本財産管理規程 

（２）評議員会運営規程              （22）資金運用規程 

（３）理事会運営規程               （23）公用自動車管理規程 

（４）役員等（理事、監事及び評議員）報酬等規程  （24）駐車場管理規程 

（５）業務執行理事の職務分担規程         （25）神戸みどりの夢基金事業規程 

（６）監事監査規程                （26）個人情報保護規程 

（７）処務規程                  （27）個人番号及び特定個人情報取扱規程 

（８）文書管理規程 

（９）公印規程 

（10）就業規則 

（11）在宅勤務規程 

（12）給与規程 

（13）職員の給与の臨時特例に関する規程 

（14）旅費規程 

（15）ボランティア等旅費規程 

（16）職員表彰規程 

（17）職員安全衛生管理規程 

（18）安全衛生委員会規程 

（19）慶弔及び見舞金規程 

（20）会計規程 

 

 

 

 

 

 

 

 




