
令和 3 年度 公園管理運営士会西日本支部総会（書面表決）と報告会について 

                          

日 時：令和 3 年 5 月 28 日（金） 14：00 から 

方 式：前もって書面による表決を行い、その結果をオンライン（Zoom を利用）に

て報告し、その後、意見交換を行う。 

オンラインの基地会場は（株）公園マネジメント研究所会議室  

※議案に対する諾否については、添付の表決書にご記入の上、5 月 23 日（日）

までにメールにて返信 

次 第：14：00 支部長挨拶  

     14：05 決議結果報告、新役員紹介等 

     14：30 意見交換 

     15：00 閉会 

 

 

 

  



 

令和 3 年度 公園管理運営士会西日本支部総会 議案 
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次      第 

 

第１号議案 令和 2 年度 事業及び収支報告について 

第２号議案 令和 3 年度事業計画案及び予算案について 

第３号議案 公園管理運営士会西日本支部役員の変更について 

その他   報告事項 
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（一社）公園管理運営士会西日本支部 



第１号議案 令和 2 年度 事業及び収支報告について 

Ⅰ．令和 2 年度 公園管理運営士会西日本支部事業報告 

 

1．令和 2 年度公園管理運営士会西日本支部総会 

日 時：令和 2 年 6 月 

会 場：メール書面にて開催 

議 案：すべて、書面にて承認 

    （出席者）参加者 77 名 

 

2．公園管理運営士会西日本支部秋季研修会 

  日 時：令和 2 年 11 月 20 日（金） 13：30〜16：45 

形 式：オンライン（Web） 

主会場：寝屋川公園管理事務所 ２階 会議室 

内 容：13：30  開会の挨拶（石原支部長） 

    13：35  寝屋川公園駅周辺のまちづくりについて  

寝屋川市街づくり推進部 次長 仲西 淳氏 

    14：40    With コロナの時代の公園を考える  

（一社）公園からの健康づくりネット 小野 隆氏 

    15：55  休憩 

    16：05  トークセッション 

メンバー：仲西 淳氏（寝屋川市） 

小野 隆氏（公園からの健康づくりネット） 

石原憲一郎氏（進行、QPA 西日本支部支部長）  

    16：45  閉会 

参加者：14 名 

 

3．第 16 回幹事会 

日 時：令和 3 年 3 月 17 日（水）18：00〜  

  場 所：Web にて開催（基地：公園マネジメント研究所会議室） 

出席者：15 名 

 

４．会員アンケートの実施 

  公園利用上の注意事項の掲出等について（令和 2 年 4 月 20 日） 

  回 答：13 件 
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５．コロナ禍時代における世界の公園映像（一般社団法人グリーンインフラ総研制作）

の紹介 

・「コロナ禍のニューヨーク市から その 1・その 2」 

・「コロナ禍のシリコンバレーとサンフランシスコ市から」 

・「コロナ禍の東京から 公園編・街路編」 

・「コロナ禍の台湾から 本編・写真集」 

・「コロナ禍のロンドンから」  

・「コロナ禍のシドニーから 本編・動画」   
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Ⅱ．令和 2 年度公園管理運営士会西日本支部収支報告 

  （単位：円） 

科目 予算 決算 差額 備考 

Ⅰ．収入の部         

 前年度繰り越し 431,438 431,438 0   

 本部からの入金 197,000 101,000 -96,000  

 総会懇親会会費 0 0 0  

 研修会等参加費 50,000 0 -50,000  

 利息 2 4 0  

収入計  707,440 532,442 -174,998  

       

Ⅱ．支出の部       

 支部総会等費用 10,000 0 -10,000  

 研修会等費用 100,000 0 -100,000  

事業研究部会費用 200,000 0 -200,000  

 物品購入費 10,000 11,172 1,172 パソコン関連機器、マウスガード 

 ＨＰ運用費 80,000 66,000 -14,000  

 交通費 150,000  -150,000 （支部長の総会、幹事会交通費等） 

 事務局費 20,000 10,000 0  

 予備費 137440 10,440 -127,000 公園ファン倶楽部会費(振込手数料含） 

支出計 707,440 97,612 -609,828  

         

収入－支出 0 434,830  次期へ繰り越し 
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第 2 号議案 令和 3 年度事業計画案及び予算案について 

Ⅰ．令和 3 年度事業計画 

１．基本方針 

公園管理運営士会西日本支部は、福井県から関西地域、さらに中四国までとエリア

が広いため、支部会員の緊密な交流が重要であるとの視点に立ち、会員ネットワーク

の充実、会員の地位向上のための各種活動、会員のパークマネージメント能力の向上

等と交流を通して相互に目指すとともに、新規会員の加入に努め、支部活動を活性化

するものである。 

特に、コロナ禍における公園緑地の価値が再認識されたこともあり、公園管理運営

士の役割がさらに増大したことを受けてアフターコロナ社会における公園緑地の運営

について情報交換や内容の充実が不可欠と考える。 

なお、新型コロナ・ウイルス感染症の一定の収束を見るまでは、一堂に会する場合

の感染リスク等も踏まえ、事業計画や予算等の審議、研修や講演会、会員同士の意見

交換等の各種の取り組みについては、メールやオンライン等の利用をメインに行うこ

ととする。 

 

２．総会・幹事会等 

通常総会、幹事会、研修会等を開催し、会員同士の意思疎通を図り、西日本支部の

活性化を図るとともに、会員相互の情報共有や有意義な交流を促進する。 

 

３．交流会等 

全会員にメール等 IT を利活用し、出来るだけ多くの情報提供や情報交換を行う。特

に、コロナ禍における公園利活用に関する情報共有を高めて管理運営の質的向上を目

指す。交流会等は、秋期開催を目標に、交流会(見学会・研修会）を実施する。また必

要に応じて各関連団体と連携した研修会等に取り組む。 

 

４．広報活動 

西日本において、各方面を中心に公園管理運営士資格制度の普及を図り、公園管理

運営士の地位向上を図る。支部エリア内の自治体と公園管理運営の現状と課題につい

て順次協議する機会を設ける。 

公園・みどり関係情報のプラットフォームとした「公園ファン倶楽部」を活用し、

会員以外を対象とした広報も行う。 

 

5



５．ホームページ 

西日本支部のホームページの強化ならびに管理運営を行う。 

 

６．その他 

関係団体が主催するシンポジウムの実施等に協力し、公園管理運営士のアピールを

高めるため、必要な事業に取組む。 
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Ⅱ.令和 3 年度 収支予算案 

（単位：円） 

科目 予算額 備考 

Ⅰ．収入の部     

 前年度繰り越し 434,830   

 本部からの入金 100,000  

 総会懇親会会費 0   

 研修会参加費等 20,000   

 利息 2   

収入計 554,832   

      

Ⅱ．支出の部     

 支部総会費用 10,000  支部総会開催費用 

研修会等費用 70,000 秋季研修会等 

 事業・研究部会費用 100,000 
 IT、AI 等を活用した会運営の検討、公園管理

運営士の地位向上のための自治体との協議等 

 物品購入費 10,000   

 ＨＰ運用費等 76,440  66,000 円 + 10,440 円（公園 FC 年会費）他 

 交通費 90,000  幹事会交通費、支部長会議交通費等 

 事務局費 20,000 コピー、送料、振込手数料 

 予備費 178,392   

支出計 554,832   
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第 3 号議案 公園管理運営士会西日本支部役員の変更について 

 

令和 3 年度及び 4 年度、公園管理運営士会西日本支部の役員一覧（案） 

 

支部長（新任）   竹田 和真   株式会社東京ランドスケープ  

副支部長（新任）  小野 隆    株式会社公園マネジメント研究所  

副支部長      （空席） 

幹事        沖 健一    一般財団法人大阪スポーツみどり財団 

幹事        金児 維知郎   西武造園株式会社 

幹事        源田 雅史   公益財団法人兵庫県園芸・公園協会 

幹事        田中 幸一   修成建設専門学校 

幹事        東 真     関西造園土木株式会社 

幹事        東野 太    神戸市建設局公園部計画課 

幹事        藤原 圭介   株式会社日比谷アメニス 

幹事        堀江 典子   佛教大学社会学部准教授 

幹事         本位田 有恒   公益財団法人神戸市公園緑化協会  

幹事         松田 和人   株式会社 LAT 環境クリエイト  

幹事        松原 秀也   株式会社ヘッズ 

幹事        山口 隆史   植彌加藤造園株式会社 

幹事（事務局）    大槻 憲章   株式会社公園マネジメント研究所 

顧問（新任）    石原 憲一郎  公益財団法人兵庫県園芸・公園協会 

顧問        糸谷 正俊   一般社団法人公園からの健康づくりネット 

顧問        橘 俊光    一般社団法人日本公園緑地協会 

顧問        森下 元之   阪神造園建設業協同組合 

 

幹事退任       大谷 耕平   元和歌山県庁（退会による） 

 

※支部長等の役職については幹事会（令和 3 年 3 月 17 日）にて承認済み 
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その他 

 

西日本支部代議員（16 名） 

 

■令和２・３年度 

 

京都府  山口 隆史   植彌加藤造園株式会社 

大阪府  大槻 憲章   株式会社公園マネジメント研究所 

沖 健一    一般財団法人大阪スポーツみどり財団 

小野 隆    株式会社公園マネジメント研究所 

竹田 和真   株式会社東京ランドスケープ研究所 

田中 幸一      阪神造園建設業協同組合 

松原 秀也      株式会社ヘッズ 

兵庫県  石原 憲一郎    公益財団法人兵庫県園芸・公園協会 

源田 雅史      公益財団法人兵庫県園芸・公園協会 

東 真         関西造園土木株式会社 

東野 太       神戸市建設局公園部計画課 

本位田 有恒   公益財団法人神戸市公園緑化協会        

田淵 美也子   兵庫県立淡路景観園芸学校       

高畑 正      公益財団法人こうべ市民福祉振興協会     

島根県  目次 博明      株式会社庭の川島 

山口県  松田 和人   株式会社 LAT 環境クリエイト         

 

退 任  大谷 耕平   元和歌山県庁 
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