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公園スタッフの1日

vol.12

私たちみやざき公園協会は県や市に代わり、
11の公園や施設を管理しています。
そのお仕事とは…

このパー クガイドは、一 般 財 団 法 人 みや ざ き 公 園 協 会 が
指定管理者として 管理して いる公 園 の 情 報 をお届 けする 冊 子 で す 。

お花の水やり? 来園者の対応？ 施設管理？
…いいえ、
それだけではないのです。
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公園によって毎日の業務も、大切に想っていることも、こだわりも異なります。
今回は、4人の公園スタッフの一日を紹介します。

公園スタッフの１日
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みやざき臨海公園
スタッフ

間瀬 恵司

国際海浜エントランスプラザ
所長 飯尾 是高

佐土原町域社会体育施設
スタッフ

北野 尚洋

ナーセリー事業部
スタッフ

中林 千尋

取材日：2020年7月~11月
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朝の業務 「海水浴場の開場準備」
遊泳可能は
青！

みやざき臨海公園

～海水浴客の安全を守る間瀬スタッフの 1 日～
みやざき臨海公園はヨットやモーターボートを係留・保管することができる

入水確認

朝礼

遊泳可能かどうかの判断は、天候や波の状況により随時変わります。
開場前には必ずスタッフが入水し、安全確認をおこないます。怪我をし
ないように、漂流物を回収し、砂が流されて水深が変化していないか
等をチェックします。遊泳判断は旗を立てて掲示します。

海の状況や監視体制をスタッフ全
員で共有。ライフセーバー・看護師
がチームとなり安全を守っていま
す。

メイン業務 「監視業務」

宮崎唯一の本格マリーナのある「サンマリーナ」と海水浴やマリンスポーツ
をはじめ、バスケットコートやスポーツコートを備えた「サンビーチ一ツ葉」の
2つのエリアからなる公園です。
間瀬スタッフはサンビーチ一ツ葉 海水浴場の責任者。海水浴期間中はラ
イフセーバーや看護師など総勢20名のスタッフをまとめあげます。

スタッフ

７月・この日のスケジュール
8：20
準備体操

Today's work

8：30

10:00

朝の業務・朝礼

開場・監視業務

早期発見
即時対応

道具の点検 ・ 修理
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間瀬 恵司
監視台と管理棟、砂浜など複数の場所から監視します。沖側に利用者
が集中した場合はレスキューボードで水上からも監視し、利用者がどこ
で、どんな事をしているか常に把握しています。高い集中力が必要にな
るため、30分~１時間で監視と待機を繰り返します。

海水浴客の安全管理！

昼食

17：00

17：30

閉場、片付け

終礼
デスクワーク等

気になったら海に入っている利用
者のところまで向かい声をかけま
す。積極的に声をかけ、危険な場
所や安全な遊び方を伝えます。

救助訓練

おもに
報告書などの
作成がメインです！

もしもの時に備えて、日頃からAEDを使った講習や救助訓練は欠かせません。スタッフの一人が溺者役となり、事故を想
定した救助訓練は圧倒される迫力があります。スタッフも全力で訓練に臨むため、終わった後は少し休憩。
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uestion!

みやざき臨海公園

サンビーチ 一ツ葉のご紹介

素朴な ギモン を聞いてみました！

ビーチテニスの国際大会も開催されます！

仕事をする上で大切な事は？
Ansｗer

命に係わる仕事なので、常に緊張感
をもって業務にあたること。１日が終
わって家に帰ると反動で動けない日
もあります。

北ビーチ

良かったなと思う瞬間は？
Ansｗer

無事故で海水浴期間が終わっ
た時です。

サンビーチ一ツ葉は海水浴場で有名な南ビーチの他に、マリンスポーツ専用の北ビーチがあ
ります。北ビーチではマリンスポーツを気軽に楽しめるよう、初心者向けのインストラクション
がついたライドプログラム（4月～10月限定）を用意し、ビーチスポーツ用品のレンタルも行っ
ています。さらに、海風が心地よいBBQ広場もあり、夏の思い出づくりにはピッタリです。

海水浴期間以外は
どんな仕事をしていますか ?
みやざき臨海公園全体の植栽管理
やイベント運営業務の他に、サンド
フラワーフェスタでは砂像型枠工事
など、この公園ならではの仕事をし
ています。

仕事にかかせないものは？
Ansｗer

レスキューチューブ、レスキューボード、
健康な体

今後の目標は？

みやざき臨海公園の最大イベント!

3月 4月

サンドフラワーフェスタ

砂と水で固めた砂山を彫って作り上げる巨大な砂像と色鮮やかな花のコラボレーションが
楽しめます。期間中はスケッチ大会や砂像制作体験、マルシェやフリーマーケットなど、様々な
イベントを開催します。

Ansｗer

後継者の発掘と育成!

■お問合せ
みやざき臨海公園管理事務所 宮崎市新別府町前浜1400-16
TEL：0985-62-2665 FAX：0985-62-2773 E-mail：marineparks@mppf.or.jp
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メイン業務①「英国式庭園の手入れ」

よろしく
お願いします！

今日はボランティア会員の皆さんと一緒に花を長く楽しむために必要不可欠な花がら摘みを行います。大まかな作
業の説明後は早速作業スタート！作業のポイントは必要に応じて、個別に説明します。話に花を咲かせつつも、手は止
まることなく、作業はドンドン進み、あっという間にキレイな状態へ。

国際海浜エントランスプラザ

～九州屈指の観光名所を目指す飯尾所長の１日～

メイン業務②「カフェ運営」

イギリスのトップガーデンデザイナー、ロビン・ウィリアム氏デザインの英国
式庭園とプロサッカーリーグにも対応する天然芝の多目的広場を有する

熱いからね

国際海浜エントランスプラザ。テニスコートやカフェもあり、当協会が管理
する公園の中で業務内容が最も多岐にわたる公園です。
飯尾所長は公園管理全般の責任者として日々奮闘しています。

所長

１１月・この日のスケジュール
8：20
朝礼

Today's work

飯尾 是高

英国式庭園の管理とカフェ!

8：30

9：30

12：00

13：00

開園準備

メイン業務①

昼食

メイン業務②

16：45

17：30

カフェの良好な運営も業務の一つ。売上状況と在庫管理、お客様のニー
ズ把握、常にアンテナを張り、実際に接客を行うことも。紅茶は「ゴールデ
ンルール」に従って丁寧に淹れていきます。

天気が良い日はやはりテラス席
がおすすめ。ゆったりとした時間
が流れます。

Check!

閉園作業 終礼、残業･･･

雨の中作業を
することも
事務作業も
意外と多いです

春のフラワーガーデンショー

松ぼっくりを使った工作

英国式庭園では、春と秋のベストシーズンに毎年フラワーガーデンショーを開催します。期間中、大人も子ど
もも自然の中で楽しい時間を過ごせるようなイベントもあります。春には、園内に隠されたイースターエッグを
見つける遊び、秋は森の恵みドングリや松ぼっくりを使った工作など、それぞれ季節に合わせたイベントを開
催します。
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uestion!

素朴な ギモン を聞いてみました！

国際海浜エントランスプラザ の名所をご紹介
子ども達には一番人気!

この仕事をしていて良かった
と思うときは ?
Ansｗer

「綺麗だね」 「心地良いね」 と言っ
て貰えた時。 お客様が 「今年も来
たよ」 と再来してくれた時もとてもう
れしいです。

困っていることはありますか？
Ansｗer

まだまだ知名度が足りない、 フロー
ランテ宮崎やサンメッセ日南くらい
メジャーに！！

仕事をする上で大切に
していることは ?
Ansｗer

何のためにやるのか、 その仕事が
どんな未来を作るのかを皆に伝え
るようにしています。

せせらぎ水路
プールや海水浴よりも気軽で、小さな子供でも安心して遊べる水深とあって、夏は子ども達の
楽しそうな声が響きます。遊び疲れたら周囲の木陰でひと休み。水遊びに飽きたら、公園内の
虫や花を観察したり、松林の中を散策したり、自然の中で伸び伸びと遊べます。

今後の目標は ?
Ansｗer

グリーン博みやざき＇99 当時の英国
式庭園は、 日本で一番美しい庭園
だったと思っているので、 年月によ
る変化を受け入れつつも、 そのイ
メージを守っていきたいです。

非日常の世界へようこそ

仕事に欠かせないアイテムは ?
Ansｗer

ハサミとノコギリ！
と言えると恰好良いのですが、 正
直に言うと資料作成のための PC
と、 各所へ連絡するための携帯電
話です。

ガーデンハウスカフェ
松 林 の 中 に ひ っ そ り と佇 む ガー デ ンハウス カ
フェ。高窓から降り注ぐ光が心地よい館内に足を
踏み入れると日々の喧騒とは全く別の世界。庭
園をながめながら、リーフから入れる本格的な紅
茶をお楽しみいただけます。美しき癒しの空間で、
優雅なひとときをお過ごしください。

■お問合せ
国際海浜エントランスプラザ管理事務所 宮崎県宮崎市山崎町浜山414-1
Tel：0985-32-1369 Fax：0985-32-1380 E-mail：plaza@mppf.or.jp
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開館日のメイン業務 「利用受付」

施設の「顔」とも言われ、第一印象が決まる受付。笑顔で明るくお迎えすることを常に心がけています。利用届の
確認や施設の予約処理、細かな利用料金の計算など正確さを求められる事務作業もあります。

佐土原町域社会体育施設

～利用者との交流を大切にする北野スタッフの１日～

休館日のメイン業務 「点検 ・ 清掃」

佐土原町域社会体育施設は佐土原町にある3つの施設、佐土原体育館、
西体育館、西運動広場の総称です。春・秋は毎週末、様々なスポーツ大会
が開催され、県内外問わず沢山の方が利用します。平日は地域のサーク
ル、部活動、社会人チームの練習の場として、また、時には日本代表チーム
の合宿会場にも利用され宮崎を代表する体育施設の１つです。
北野スタッフは配属６年目、主に佐土原体育館を担当しています。

スタッフ

１１月・この日のスケジュール
8：30
朝礼

開館日のメイン業務

隙間時間を活用
して、こまめにお掃除

Today's work

北野 尚洋

下駄箱1つ1つ、丁寧に掃除機を
かけるのもまとまった時間がとれ
る休館日。

利用受付と卓球教室！

12：00

16：00

昼食

卓球教室

17：30
業務の引継ぎ

22：00
閉館

卓球教室
ラケットの持ち方を
教えるね。

開館時間が
長いため勤務時間は
ローテーション制

西運動広場の
グラウンド管理も
します！
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いつでも安全に利用してもらえるように施設や備品の点検は欠かせま
せん。ボルトのゆるみやネジの変形、枠のゆがみなど、1つ1つ細かく
チェックしていきます。競技用の備品は不具合があると公式試合には
使用できないこともあるため、常に注意を払っています。

スポーツの楽しさを伝えることも大切な業務の1つ。スポーツの経験を活かして、指導することもあります。この日
は地域の子ども達の卓球教室がありました。もちろん、最後のお片付けまで指導します。
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uestion!

佐土原体育館のご紹介

素朴な ギモン を聞いてみました！
ジョギングもＯＫ！

日々の業務で工夫して
いることは ?
Ansｗer

使用用途や使うコート数を確認し、
できるだけ安い料金で利用できるよ
う提案しています。一度に複数競技
が入る場合は、なるべく準備や出入
りがしやすいような配置を行うよう
心がけています。

大切にしていることは何ですか？
Ansｗer

どんなに忙しいときでも、笑顔で明
るく対応するようにしています。

２Ｆ

困っていることはありますか ?
Ansｗer

日によって、受付申請や問い合わせ
が一斉に来るときがあり、そんな日
は大変です…。

ウォーキング通路

佐土原体育館の２階通路は1周170ｍのウォーキングコースになっています。休館日以外は
いつでも無料で利用できます。天候に左右されることなく、夕方以降の遅い時間でも安全。
通路幅が広く、ゆっくり自分のペースで歩くことができます。窓からは佐土原市街地や日向灘
が見渡せる眺めの良いコースです。

印象に残っている仕事は ?

Nice ｖiew

Ansｗer

年間調整(年間の大会スケジュール
調整)です。毎年300件以上の大会
申込の調整を行います。複数の会場
を使用する大会では他の施設と連
携し、スケージュールを調整するの
で特に大変です。

時には北野スタッフも参加します！

今後の目標は ?

イベントのご紹介

Ansｗer

佐土原体育館の利用率向上及び年
間総利用者数6万人以上の達成！

佐土原体育館では運動経験を問わず参加できる、健康づくりのためのイベントを開催してい
ます。老若男女問わず楽しくストレスや運動不足を解消できることに重点を置いていますの
で、お気軽にご参加ください。

親子で参加
できる教室も
あります

3B 体操

親子ズンバ

■お問合せ
宮崎市佐土原町域社会体育施設管理事務所 宮崎市佐土原町下田島20688-74
TEL：0985-73-7223 FAX：0985-75-0155 E-mail：sad-sports@mppf.or.jp
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担当業務②「植物販売の企画」

季節ごとに公園での植物販売を企画します。イベントとして開催する販売会では店頭に立ち、植物選びのお手
伝いや育て方のアドバイスをすることも。無人販売所用の花苗は売れ行きを見ながらニーズにあった花苗を出
荷するようにしています。

公園を陰からささえる

～植物研究員の中林スタッフ～
中林スタッフの所属は、花壇苗を生産するナーセリー事業部。公園花壇に

担当業務③「植物データのチェック」

植える花をタネから育て、全公園に出荷している部署です。中林スタッフ
は、出荷した苗が公園花壇でどのように成長しているかチェックしたり、公
園からの植物に関する質問に対応したり、公園を陰から支えています。
スタッフ

中林 千尋

担当業務①「花壇調査」

各公園で設置する樹名札のデータを管理しています。植物の学名は変更されていることがあるので、必ず最新
の学名をチェック。また、宮崎ならでは、この公園ならではの情報を載せるように気を付けています。先輩から受け
継いできた情報を大切に管理することで、貴重なデータとなります。

本日の調査は県立阿波岐原森林公園パークウェイ。駐車禁止区間のた
め、自転車で全長4.2㎞に点在する全花壇をチェックします。日常管理を
担当する公園スタッフと共に植えたときからの変化を確認します。

大きさを計ったり、じっくり花や葉
の色を見て、病気にかかっていな
いかチェック。

topic!

全国で最も古いジャカランダ

車に注意！

周りの環境が変わっていないか
も重要なポイント。
15

パークウェイは中央分離帯の芝
生も調査対象。

調査結果は来年度以降の花壇
計画に活かされます。この積み重
ねが美しい花壇の秘訣。

県立青島亜熱帯植物園にはジャカランダの大木があります。昭和３９年、南米の宮崎県人会より送られたタ
ネから育てられたものです。令和元年、中林スタッフ達は南郷町（日南市）だけでなく全国のジャカランダの
名所を調査し、ここのジャカランダが最も古いという結果を得ました。植物園とジャカランダの物語も大切に
伝えていきます。
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uestion!

植物スポットのご紹介

素朴な ギモン を聞いてみました！

毎年４月中旬～５月上旬開催！

この仕事をしていて良かった
と思うときは ?
Ansｗer

仕事をする上で大切に
していることは ?

植物に関する様々な質問にお答えして、

Ansｗer
それぞれ職員毎に担当の植物がありま

喜んでいただけたときです。

すが、花苗については日頃より全員で状

4月 5月

ブーゲンコレクション

ブーゲンビリアの栽培は昭和46年、シンガポール植物園から寄贈されたことをきっかけに始
まりました。以来、国内一のコレクションを目指すとともに、試験栽培を繰り返し、宮崎の気候
にあった品種の選定・栽培方法の研究を続けています。その成果は毎年、青島亜熱帯植物
園で開催するブーゲンコレクションでご覧いただけます。

態を把握し、病害虫の発生や生育不良

困っていることはありますか？

があれば速やかに対応できるよう心が
けています。

Ansｗer
Ansｗer
Ansｗe
屋外で作業することが多いので、夏場の
日差しはお肌の敵です！

印象に残っている仕事は ?
Ansｗer
臨海公園のサンドフラワーフェスタで
す。ビオラ等の花苗を育苗箱に詰めて

今後の目標は ?
Ansｗer
今まで集めてきた植物のデータを一般

青島亜熱帯植物園

す。もっと沢山の人に楽しく植物を育てて
いただきたい！

全公園・施設でいつでもご覧いただけます

季節の花壇

屋外圃場で管理するので、イベント直
前は圃場が花の 絨毯のようになりま
す。スタッフだけが見ることのできる特
別な光景です。

オリジナル品種‛クロスプランツサチ′

の方へ向けて分かりやく公開することで

ナーセリー事業部では全公園・施設で使用する花苗の生産を担っています。試験栽培や花
壇調査の結果などを元に宮崎の気候にあった植物、品種を選抜し、丹精込めて育て上げま
す。そして、すくすくと育った苗は各公園・施設の花壇に植えられ、季節を感じる風景を作りあ
げます。

生産苗圃

英国式庭園

■お問合せ
みやざき公園協会 生産苗圃クロスプランツ 宮崎県宮崎市村角東原3113
Tel：0985-74-8787 Fax：0985-74-8788 E-mail：crossplants@mppf.or.jp
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