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平成２８年度事業計画 

 

はじめに 

 本協会は、昭和 47 年 10 月の設立以来、県営都市公園の管理・運営を担い、県民が生活の一部とし

て都市公園を利用し健康で潤いのある生活を送ることができるよう、遊園地、プール、各種イベント

など様々な事業を展開し、県営都市公園の利用促進を図ることで、目標とする「喜ばれ、愛され、親

しまれるとちぎの都市公園づくり」に取り組んでいる。 

 また、地球温暖化の進行など環境問題への意識の高まりを踏まえ、花や緑の多様な機能を活かした

生活環境づくりの推進と県民自らが行う緑化活動の支援など、都市緑化の普及啓発を図っている。 

 平成 28年度の事業実施にあたっては、公益財団法人として本協会に期待される役割を常に意識しな

がら公益目的事業を推進するとともに、その財源となる収益事業については収益性、採算性を重視し、

常に経営的視点で検証することに努める。 

 指定管理事業については、引き続き、協定に基づき実行するとともに、提案した事業計画を検証し

たうえで実践することで公園の魅力を最大限に引き出していく。また、コンソーシアムによる業務を

円滑に進め、維持管理の質の向上と効率化を図る。 

 

１ 管理運営の基本理念 

  「喜ばれ、愛され、親しまれるとちぎの都市公園」を実現するため、次の基本理念を定める。 

  「次世代に継承する公園づくり」 

    公園整備に当たっての理念を踏まえ、次世代に継承できる適正・適切な管理運営 

  「魅力を高める公園づくり」 

    多様化する公園利用者のニーズを適切に収集し、運営管理に反映 

  「共生・共栄する公園づくり」 

    地域住民、ボランティアと連携し、共生・共栄する公園づくりの取り組み 

 

２ 管理運営方針 

（１）管理運営の基本方針 

  ① 総合運動公園 

    「栃木県におけるスポーツの殿堂」としての歴史と伝統を踏まえ、その名に相応しい管理水

準の維持に努める。また、安心・低廉をモットーとする「とちのきファミリーランド」の運営

や四季を通して楽しめる緑化空間の提供など、公園の特徴や魅力を最大限に活かし、付加価値

を高める管理運営に取り組む。なお、総合スポーツゾーン整備計画については栃木県と連携を

図る。 

 

  ② 井頭公園 

    「自然と人工の調和」を基本テーマに配置された植物園や自然林などの静的レクリエーショ

ン空間と、一万人プールやフィールドアスレチックなど動的レクリエーション空間の役割や機

能を活かした管理運営に努める。また、一万人プールの通年利用や「カフェ/レストランいがし
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ら陽だまり亭」でのイベント、近隣施設との協働などにより、公園の魅力を更に高める管理運

営に取り組む。 

 

  ③ 那須野が原公園 

    「牧歌的な情景や雰囲気を醸しだすやすらぎの空間」として、那須野が原の大地に整備・設

置された本公園は、「緑とやすらぎ・健康スポーツ・郷土と文化」の３ゾーン毎のテーマに沿っ

た運営管理を行い、大自然を満喫できる快適なレクリエーション拠点づくりに取り組む。また、

福島第一原子力発電所の事故の影響を受けた県北地域の復興と子どもたちの元気を取り戻すた

め、栃木県と協力して「安全・安心」の再構築に取り組む。 

 

  ④ みかも山公園 

    県営都市公園最大規模を有し、「悠久の地・三毳山」に整備・設置された本公園は、カタクリ

やニリンソウ、ヒガンバナなどの里山山野草が群生している。植生管理基準に基づき、群生エ

リアの環境保全に取り組む。また、県南地域の広域レクリエーション活動拠点として、緑の相

談所、香楽亭、ハーブ園、万葉館などそれぞれの施設の特色を活かした管理運営に取り組む。 

 

  ⑤ 日光だいや川公園 

    「日光の自然と悠久の歴史・文化へのいざない」をテーマに県西地域の広域レクリエーショ

ン拠点施設として整備・設置された本公園の特色を活かした管理運営に取り組み、豊かな自然

環境や日光の歴史と文化を後世に継承する。また、日光市や地元の団体等と協力して様々なイ

ベントを開催し、地域と共生・共栄する公園管理に取り組む。 

 

  ⑥ 日光田母沢御用邸記念公園 

    国指定の重要文化財に指定されている「歴史的建造物の保存・継承と文化財のふれあい」を

テーマに復元再整備された本公園の特徴を踏まえ、教養、文化の向上に資する管理運営に取り

組む。また、栃木県や関係機関と協力し、公園ブランドの推進に取り組む。 

 

  ⑦ とちぎわんぱく公園 

    「創造性にあふれ、ゆめ多く、やさしく、たくましいこどもたち」をテーマに整備された本

公園の理念に従い、適切な管理運営に取り組む。また、公園を利用することで得られる心身の

健康維持増進、こどもの健全育成、教養文化活動への参加推進等の効用を最大限に発揮するこ

とができるように、公園の資源を有効に活用しながら、公園の機能や魅力をより増大させる維

持管理、運営に努める。 

 

（２）利用者満足度を高める管理運営 

  ① ホームページ、マスコミ、情報誌等を活用し、来園のきっかけとなる花の見ごろ、イベント

情報等を発信する。 

  ② 常に安全、安心で心地よい空間を提供するために日々の点検と清掃を実施し、危険箇所の早
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期発見と改善に努める。 

  ③ イベント、縁日、売店等、子どもから大人まで楽しめるサービスを提供する。 

  ④ 閉園日を設けずに毎日開園する。また、行楽期には施設等の休止日を設けずに営業し、利用

者サービスに努める。 

  ⑤ オートキャンプ場のインターネット予約、プール前売券のコンビニ販売など、利便性の向上

を図る。 

  ⑥ スタッフの資質の向上を図るための研修を実施し、おもてなしの心あふれる接客を徹底する。 

  ⑦ アンケート調査等により利用者ニーズの把握と反映に努める。 

 

（３）生物多様性な自然環境の保全とふれあいの場としての管理運営 

  ① 樹木医、野鳥の会などと協力し、自然環境の調査と保護保全に取り組む。 

  ② 子どもたちが自然環境から学び、遊ぶことができる公園づくりに取り組む。 

  ③ リス、ホタル、野鳥、希少な植物などのモニタリングを行い、環境学習プログラムに取り入

れる。 

 

（４）地域と連携・協働する管理運営 

  ① 地域住民、近隣施設、市町等との連携を図りながら各種イベント等を開催し、人と人との交

流や地域の振興に取り組む。 

  ② 公園ボランティアの活動支援など住民参加型の管理運営を行うことにより、地域の活動拠点

として親しまれ・愛される公園づくりを進める。 

 

（５）効率的・安定性のある管理運営 

  ① コンソーシアム構成員がそれぞれの経験と実績、人材力、技術力、情報発信力を活かしなが

ら質の高いサービスの提供と効率的な管理運営に努める。 

  ② 法令を順守し、公平性・中立性・透明性を確保した管理運営に努める。 

 

（６）防災拠点として機能する管理運営 

  ① 防災拠点としての都市公園の役割を認識し、栃木県と協力しながらマニュアル、図面、備品

リスト等の整備に取り組む。 

  ② 異常気象等災害時の対処要領に基づき、災害時には利用者の安全を第一に避難誘導ができる

体制づくりに取り組むとともに、火災等を想定した避難・救助訓練を定期的に実施する。 

  ③ 災害が起きた場合の緊急対応、二次災害防止、現場復旧など、コンソーシアム構成員の役割

を明確にし、迅速な対応ができるよう努める。 

 

３ 公園利用者数の目標値 

  各公園で季節にちなんだ多彩なイベントの開催や利用者へのサービス向上を図る取り組みを予定

しており、平成 28 年度は、７公園合計で平成 27年度実績見込に対し 2.9％増の利用者数を見込んで

いる。 
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                                       （単位：人） 

公 園 名 平成 25年度実績 平成 26年度実績 平成 27年度見込 平成28年度目標値 

総合運動公園      743,573    778,551 710,000       740,000 

井頭公園       833,120      745,765 753,000   800,000 

那須野が原公園       276,635       204,204 210,000       215,000 

みかも山公園       786,471       830,772 810,000 820,000       

日光だいや川公園       447,618       490,130 460,000       480,000 

日光田母沢御用邸記念公園        96,359        96,507 99,000      99,000 

とちぎわんぱく公園      842,712       780,282 799,000       800,000 

合  計     4,026,488     3,926,211 3,841,000 3,954,000    

  ※平成 27年度見込は４月～１月実績と２月～３月見込の合計 

 

４ 公益目的事業の実施計画 

（１）公１事業（都市公園の管理運営及び利用促進に関する事業） 

  ア 自主事業 

    安らぎと潤いのある生活を提供するという都市公園の利用効果を多くの県民に活用してもら

うため、様々な年齢層や趣味に応じた事業を行い、都市公園の魅力及び利用効果の増大を図る。 

   ① 遊園地事業〔総合運動公園とちのきファミリーランド〕 

   （ア）利用者数及び収入見込 

    

区 分 平成28年度見込 平成27年度実績見込 増　減

乗り物延べ利用者数 1,556,000人 1,525,000人 31,000人

遊園施設収入 193,520,000円 197,250,000円 ▲3,730,000円

小型遊戯施設収入 17,800,000円 19,583,000円 ▲1,783,000円

収入計 211,320,000円 216,833,000円 ▲5,513,000円  

   （イ）事業の内容 

項 目 内   容 備 考 

開園時間等 

○ア開園時間 

  3月～10月  9:30～17:00 

  11月～2月 10:00～16:30 

○イ休園日 

  毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日休園） 

  ※12月～2月は毎週火曜日及び水曜日 

  12月 29日～1月 1日 

次の期間は休園日を

設けない。 

3月 20日～5月 31日、

7月 20日～8月 31日、

10月 1日～10月 31日 

12月 27日、1月 3日 

施設概要 

○アのりもの 

  ジェットコースター、観覧車、メリーゴーランド、

豆汽車、バッテリーカーなど 13 機種 

○イ小型遊具 

  空気膜遊具、ゲーム機、コイン式遊具など 
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利用料金 

○アのりもの別 

  大 人（高校生以上） 200円～300円 

  こども（３歳～中学生）100円～200円 

○イワンデーパスバンド 

  大人 2,100円、こども 1,600円 

 

修繕計画 

・ジェットコースターオーバーホール 

・ジェットコースターインバータ更新 

・ジェットコースター走路一部改修など 

 

安全・安心の

取り組み 

・遊戯機種等の日常点検 

・遊戯機種の定期点検及び法定点検の実施 

 

広報計画 

・新聞別冊、冊子（クーポン付）年 3回 

・ラジオ CM（通年、スポット）、テレビ CM 8月 

・路線バス広告 関東バス 2台 

・その他、情報誌、ポスターなど 

 

   （ウ）事業費 140,037千円 

 

   ② プール事業 

    〔那須野が原公園ファミリープール〕 

   （ア）利用者数及び収入見込 

    

区 分 平成28年度見込 平成27年度実績 増　減

利用者数 35,000人 34,510人 490人

プール収入 20,863,000円 20,422,590円 440,410円

ロッカー収入 1,195,000円 1,193,300円 1,700円

貸ボート収入 1,020,000円 839,460円 180,540円

収入計 23,078,000円 22,455,350円 622,650円  

   （イ）事業の内容 

項 目 内   容 備 考 

開園時間等 

○ア開園期間 

  7月 15日（金）～8月 31日（水） 

○イ開園時間 

  9:00～17:00 

休園日なし 

施設概要 

・ウォータースライダー、流水プール、遊泳プール、

幼児プール、子供プール 

・レストラン（1箇所）、売店（1箇所）を併設 
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利用料金 

・シニア（65歳以上） 

・大 人 

・高校生 

・小中学生 

・幼児（3歳以上） 

510円 

1,130円 

920円 

410円 

200円 

  

・団体（20名以上）上記料金の 2割引き 

・コインロッカー  1回 100円 

・ゴムボート   1時間 510円 

利用者満足

度を高める

取り組み 

・フラダンス、宝探し、クイズラリーなどのイベン

トを実施 

・8月 24日（水）、31日（水）は、プール感謝デー

として入場料の約 50％割引を実施する。 

・県央以北、福島県南東部の幼稚園、保育所、小学

校を対象に割引券を配布する。 

 

修繕計画 
・スライダープールポンプオーバーホール 

・遊泳プールサイド補修など 

 

広報計画 

・ポスター、パンフレットを近隣市町の観光協会、

道の駅等に掲出 

・ラジオ CM、テレビ CM 

・その他、情報誌など 

 

   （ウ）事業費 23,287千円 

    〔井頭公園一万人プール〕 

   （ア）利用者数及び収入見込 

    

区 分 平成28年度見込 平成27年度実績 増　減

利用者数 2,200人 － －

プール収入 400,000円 － －

ロッカー収入 65,000円 － －

収入計 465,000円 － －
 

（イ）事業の内容 

項 目 内   容 備 考 

開園時間等 

○ア開園期間 

  7月 9日（土）、10日（日） 

○イ開園時間 

  9:00～17:00 

 

施設概要 
・ちびっこプール、波のプール 

・レストラン（1箇所）、売店（2箇所）を併設 
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利用料金 
大人（高校生以上）   500円 

こども（小中学生）   200円 
 

   （ウ）貸ボート利用時間及び収入見込 

    

区 分 平成28年度見込 平成27年度実績 増　減

利用時間（一般） 4,320時間 4,320時間 0時間

貸ボート収入(一般） 2,203,000円 2,203,000円 0円

収入計 2,203,000円 2,203,000円 0円  

   （エ）事業の内容 

項 目 内   容 備 考 

実施時期等 
○ア実施期間 7月 15日（金）～8月 31日（水） 

○イ利用時間 9：00～17：00 

 

概  要 
流れるプールにおいてゴムボートのレンタルを行い、

遊びの幅を広げて楽しんでもらう。 
 

利用料金 
一般料金 １隻 １時間 510円 

超過料金 １隻  30分 250円 
 

   （オ）事業費 1,567千円 

   ③ 運動事業 

     心身の健康増進、技術力の向上等のために、県民がスポーツやレクリエーションに参加、

体験する機会を提供する。 

   （ア）事業の内容 

    〔総合運動公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 事業費 

栃木 SCちびっこサッカー教室 ４月 小学 1～3年生 50名 

383千円 

春のテニス教室（全 10回） ５・６月 制限なし 50名 

春の健康テニス教室（全３回） ７月 中上級者 20名 

夏の健康ピラティス教室（全５回） ７月 18歳以上 30名 

飛込教室（全５回） ７・８月 小学3～中学3年生 30名 

リンク栃木ブレックスバスケット

ボール教室 
８月 小学 1～3年生 30名 

秋の健康ピラティス教室（全５回） 10月 18歳以上 30名 

健康教室 11/19 中学生・高校生  100名 

かけっこ教室 11/23 小学 4～6年生  100名 

秋のテニス教室（全 10回） 11月 制限なし 50名 

トレーニング教室（全５回） 11～３月 制限なし 30名 

楽しいウォーキング教室 ３月 制限なし 50名 

     ※参加費は無料。ただし、施設利用料、保険料が必要な場合がある。 



- 8 - 
 

 

    〔井頭公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 事業費 

悠遊サロン 
４・５月 

9/10～3月 
制限なし なし 

128千円 
栃木ＳＣちびっこサッカー教室 11月 年長～小学校低学年 50名 

井頭公園テニスセミナー ３月 中学生 150名 

     ※参加費は無料。ただし、施設利用料、保険料が必要な場合がある。 

     ※「悠遊サロン」  

      オフシーズンのプールロッカー室を利用して気軽に楽しめる卓球場を開設する。 

      [利用料金]卓球：1時間 1台・200円    

 

    〔那須野が原公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 事業費 

第５回テニスセミナー 10/16 高校生 120名 135千円 

     ※参加費は無料。ただし、施設利用料、保険料が必要な場合がある。 

 

    〔日光だいや川公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 事業費 

パークゴルフ感謝デー 
４月 

６月 
制限なし 

50名 

/回 

345千円 

パークゴルフ大会 
5/27 

9/16 
制限なし 

120名 

/回 

第 13 回ふれあいダブルスディス

クゴルフ大会 
７月 

栃木県障がい者フラ

イングディスク協会 
40名 

グラウンド・ゴルフホールインワ

ンチャレンジ 
10/22 制限なし 50名 

パークゴルフチャンピオン大会 11/11 
パークゴルフ大会

成績上位者 
60名 

     ※パークゴルフ大会は参加費 500円、施設利用料 1,020円が必要。 

     ※第 13回ふれあいダブルスディスクゴルフ大会は施設利用料 200円が必要。 

     ※グラウンド・ゴルフホールインワンチャレンジは施設利用料 510円が必要。 

 

   ④ 学習事業 

     都市公園に生息、生育する動植物の観察や自然素材を活用したクラフト教室などをとおし

て公園の自然に親しみ、体験することで喜びや感動を得る機会を提供する。 
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   （ア）事業の内容 

    〔井頭公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 事業費 

花ちょう遊館クイズ 4月～3月 制限なし なし 
46千円 

鳥見亭学習 11月～3月 制限なし なし 

     ※参加費は無料。ただし、花ちょう遊館は入館料が必要。 

 

    〔日光だいや川公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 事業費 

ホタル観賞会 
6/11･

6/18･7/9 
制限なし なし 

105千円 

『花びら染め』で香るうちわを作

ろう 
8/6 

オートキャンプ場

宿泊者 
20名 

工作教室「万華鏡を作って不思議

な世界をのぞいてみよう」 
8/20 

オートキャンプ場

宿泊者 
20名 

燻製作り教室 

「ウィンナー、チーズ等」 
9/18 

オートキャンプ場

宿泊者 
20名 

     ※参加費は無料。ただし、材料費、保険料等が必要な場合がある。 

 

    〔とちぎわんぱく公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 事業費 

マグカップ、プレート、缶バッジ・

ミラーづくり、缶マグネットづく

り、クラフト、ウォークラリー 

4月～3月 団体利用者 160名 

650千円 

大人のスケッチ教室（全５回） 4･5･6月 大人 20名/回 

大人の陶芸教室（全２回） 
4･6･9･10･

11･1･2月 
大人 12名/回 

こどもの陶芸教室（全４回） ７月 小学3～中学3年生 6名/回 

大人の絵画教室（全３回） 10･11月 大人 20名/回 

オリジナルマイカップ・プレート

づくり 

５月 

12月 
制限なし 24名/回 

     ※参加費は無料。ただし、材料費、保険料等が必要な場合がある。 

 

   ⑤ 文化事業 

     国の重要文化財である日光田母沢御用邸に関する技能・技術を次世代へ継承し、公園内に

ある歴史的建造物の価値を後世へ伝える。また、建築学的、歴史的、文化的な価値、日本の

伝統的な年中行事などにふれ合えることも都市公園の魅力、楽しみ方の一つとして提供する。 
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   （ア）事業の内容 

事 業 名 実施時期 対 象 定 員 

御用邸ガイドサービス 
土日/6月～9月・

12月～3月 
制限なし 20 名/回 

皇后御学問所特別公開 4/15～5/5 制限なし なし 

春の音楽祭・新緑の箏の調べ 6/13 制限なし 100 名/回 

研修室特別観覧展示会「森山馬好」絵画展 7/15～7/21 制限なし なし 

田母沢の四季写真展 7/16～8/31 制限なし なし 

平安宮中の雅な世界 十二単・束帯特別展示 7/30～8/28 制限なし なし 

日光ツーデーウォーク協賛・麦茶サービス ９月 制限なし なし 

秋の音楽祭 2016 ９月～10月 制限なし 100 名/回 

菊花の展示 10/15～11/3 制限なし なし 

三階御展望室特別公開 12/15～１/30 制限なし なし 

冬の特別企画 年末演奏会・新春演奏会 12月･1 月 制限なし 100 名/回 

冬の特別企画 杉戸絵「裏側」特別公開 1/2～2/27 制限なし なし 

日光鉢石宿のおひなさま 2/11～3/3 制限なし なし 

桃の節句 つるし雛飾り 2/4～3/20 制限なし なし 

音声ガイドサービス 通年 制限なし なし 

   （イ）事業費 165千円 

 

   ⑥ イベント事業 

     四季折々の公園の魅力を盛り込んだイベントを実施することにより、多くの県民が公園に

集い、楽しみ、人と人とが緩やかな交流を図る機会を提供する。 

   （ア）事業の内容 

    〔総合運動公園〕 

イベント名等 開催期間 内 容 事業費 

さくらまつり 4/1～4/10 
スタンプラリー、 

桜茶サービス、野点など 
7,458千円 

とちのきファミリーランド

イベント 
土日祝日/通年 

ショー、ライブ、 

クイズラリーなど 

    〔井頭公園〕 

イベント名等 開催期間 内 容 事業費 

桜まつり 4/2～4/10 桜茶サービス、売店など 

1,595千円 

ローズフェスタ 5/14～5/29 バラ苗販売、抽選会など 

梅の実摘み 6/4 先着 200 名 

一万人プールイベント 開園期間中開催 
ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ記念品配布、 

万ﾌﾟｰｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙなど 
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イベント名等 開催期間 内 容 事業費 

陽だまり亭イベント 
６月～２月 

（プール期間除く） 

料理教室、コンサート、 

寄席、冬期割引サービス、

ポイントスタンプカード

など （1,595千円） 

釣り池 マスのキロ釣り 11月～３月 
マス釣り３匹目以降の

マス 130 円/100ｇ 

梅まつり 3/11～3/20 売店など 

〔那須野が原公園〕 

イベント名等 開催期間 内 容 事業費 

サンサンフェア 5/14～5/22 
キャラクター当てクイズ、コ

ンサート、餅つきなど 

376千円 

クラフト教室 5/22・7/28・10/10 

キャンプ場宿泊者向け 

自然素材を使ったクラフト

づくり 

ファミリープールイベント 開園期間中開催 
フラダンスショー、宝探し、

クイズラリーなど 

那須野が原ウォーク 11/12 ウォーキング、抽選会 

サンサンタワーから 

初日の出を拝もう 
1/1 

オートキャンプ場利用者

など対象 

新春お汁粉振る舞い 1/2 先着 100 名 

むかし遊びを楽しもう 1/8 
ベーゴマ、けん玉、竹馬など

の昔遊び、簡単な工作など 

〔みかも山公園〕 

イベント名等 開催期間 内 容 事業費 

ハーブフェスタ 6/11～6/26 ハーブ教室など 
1,420千円 

早春の花まつり 2/18～4/2 ハイキング、抽選会など 

    〔日光だいや川公園〕 

イベント名等 開催期間 内 容 事業費 

おいしい季節を楽しもう 6・9・12月 
梅の実摘み、焼き芋サー

ビスなど 

27千円 
看護の日 

「健康飲料試飲サービス」 
5/14 

血圧測定、健康飲料試飲

サービスなど 

ヤマユリ観賞週間 7/16～7/24 
ヤマユリ観賞スポット

の案内など 
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    〔とちぎわんぱく公園〕 

イベント名等 開催期間 内 容 事業費 

コンサート・演奏会 4・5・12月 オカリナ、和太鼓、吹奏楽など 

989千円 

花当ておさんぽ 4/23～4/24 花に関するクイズ 

こいのぼりをかざろう 4/29～5/5 こいのぼり掲出など 

パフォーマンスショー 4･5･6･8･9･3月 
大道芸、よさこい、エイサー

など 

ふれあいイベント 5/28 そとあそびなど 

県民の日イベント 6/11～6/12 クイズラリー 

七夕飾りをつくろう 7/2～7/7 短冊飾り 

ハロウィンイベント 10/29～10/30 

フェイスペイント、 

ダンスライブ、かぼちゃ

ランタンづくりなど 

スポーツチャンバラ 11/23 スポーツチャンバラ体験 

獅子舞で新年を祝おう 1/2 ステージショーなど 

お正月クラフト 1/3 クラフト体験など 

ひな壇の前で写真を撮ろう 2/25～2/26 写真撮影 

 

  〔各公園共通〕 

イベント名等 開催期間 内 容 事業費 

第 30 回栃木県営都市公園写

真コンクール 
通年 

応募期間 10～11月 

展示期間 12～7月 
543千円 

 

  イ 施設管理受託事業 

    本協会が 40 年余にわたり蓄積してきた公園管理に必要な知識や技能、利用者サービスや

イベント、広報などを企画・実践できるノウハウを活かしながら適切な維持管理に努める。

また、コンソーシアムによる管理運営を行う公園の維持管理にあたっては、構成員である

「栃木県公園事業協同組合」と「栃木県造園建設業協同組合」が有する花や緑の専門家と

しての高い技術力と専門知識を活かし、特に植栽管理、芝生管理等において、より効率的

で高品質な維持管理に努め、従来にも増して県民に良好な公園を提供できるよう取り組む。 

 

   ① 公園管理事業 

     植栽については適時、適切な剪定、植え替え等の維持管理を行うとともに、安心して憩い

遊べる公園を維持するため、各種施設、設備等の日常点検や修繕を実施する。 
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   （ア）公園管理面積 

公 園 名 総面積 管理面積 備 考 

総合運動公園 44.0ha 40.7ha 管理面積は遊園地 3.3 haを除く 

井頭公園 93.3ha 93.3ha  

那須野が原公園 59.4ha 56.9ha 管理面積はプール 2.5haを除く 

みかも山公園 165.9ha 165.9ha  

日光だいや川公園 55.8ha 55.8ha  

日光田母沢御用邸記念公園 3.9ha 3.9ha  

とちぎわんぱく公園 37.2ha 37.2ha  

合  計 459.5ha 453.7ha  

  

 （イ）事業の内容 

    〔各公園共通〕                  ※事業費：( )は協会が執行する額 

内     容 

○ア 樹木の整枝剪定、害虫駆除、枯損木の除去、林床の清掃、刈込み、施肥等の管理 

○イ 芝生の除草、刈込み、薬剤散布、施肥等の管理 

○ウ 園地園路等の除草、清掃、ゴミ処理、トイレ清掃等の管理 

○エ 施設、設備の点検、清掃、補修、修繕等の管理 

㋔ 園内巡視及び作業・修繕等の記録、各種報告書等の作成 

    

 〔総合運動公園〕 

内     容 事業費 

○ア 陸上競技場、野球場、テニスコート等運動施設の維持管理 

○イ 水生植物園の維持管理 
147,301 千円 

    

 〔井頭公園〕 

内     容 事業費 

○ア 花壇、花園、湿地植物園、自然植物園の維持管理 

○イ 自然環境調査業務（リスの生息調査） 

104,683 千円 

(102,913千円) 

     

〔那須野が原公園〕 

内     容 事業費 

○ア 公園内遊具の維持管理 

○イ 自然環境調査業務（野鳥の生息調査） 

83,816 千円 

(82,586 千円) 
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〔みかも山公園〕 

内     容 事業費 

○ア 公園内遊具の維持管理 

○イ わんぱく広場、日本庭園、花園の維持管理 

○ウ 香楽亭、ハーブガーデン、万葉ゾーンの維持管理 

103,553千円 

(100,253千円) 

     

〔日光だいや川公園〕 

内     容 事業費 

○ア 公園内遊具の維持管理 

○イ 体験学習施設、日光東照宮模型の維持管理 

79,601 千円 

(77,401 千円) 

     

〔日光田母沢御用邸記念公園〕 

内     容 事業費 

○ア 御用邸本邸の維持管理 

○イ 茶庭及び利活用施設の維持管理 
11,121千円 

     

〔とちぎわんぱく公園〕 

内     容 事業費 

○ア 公園内遊具の維持管理 

○イ こどもの城、ぱなぱなのまち、なかよし農園、メルヘンファーム、花

壇の維持管理 

110,662 千円 

(105,541千円) 

 

   ② 各有料施設の維持管理事業 

     安全かつ清潔な施設を提供するため日常点検、定期点検を実施し、故障等の早期発見、早

期修繕に努めるとともに、おもてなしの心あふれ、利用者満足度を高める管理運営に努める。 

   （ア）プール事業 

    〔総合運動公園プール〕 

内     容 事業費 

○ア開園期間 ７月１日（金）～８月 31日（水） 

○イ開園時間 9:00～17:00 

○ウ利用料金 高校生以上 210円 

      中学生以下 100円 

      ロッカー   20円/回 

㋓その他  「総合運動公園プールグランドフィナーレ」を実施予定 

       （内容） 

         ８月 20 日（土）～８月 31日（水）無料開放 

         ８月 31 日（水）利用者に記念品をプレゼント 

7,766千円 
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    〔井頭公園一万人プール〕 

内     容 事業費 

○ア開園期間 ７月 15日（金）～８月 31日（水） 

○イ開園時間 9:00～17:00 

○ウ利用料金 65歳以上    510 円（20名以上 410円） 

      大 人    1,130円（ 〃   900円） 

      高校生     920円（ 〃   740円） 

      小学生以上   410円（ 〃   330円） 

      ３歳以上    200円（ 〃   160円） 

      ※前売 20％割引、コンビニ 10％割引 

      ※８月 24 日（水）、31 日（水）は感謝デーとして上記料金

の約 50％割引を実施予定。 

      ロッカー    100円/回 

      コインシャワー 100円/回 

67,274 千円 

 

   （イ）運動施設等事業 

    〔井頭公園〕 

運動施設等 内     容 事業費 

運動広場 

野球場 

○ア供 用 日 １月２日～12月 30日 

○イ供用時間 ３月～９月 8:30～18:00 

      10 月～２月 8:30～17:00 

○ウ休 止 日 なし 

㋓利用料金 １面当り 

午前 2,820円 

午後 3,700円 

１日 6,270円 

㋔県内高校生以下学生割引 

午前 1,410円 

午後 1,850円 

１日 3,130円 

13,132 千円 

テニスコート 

○ア供 用 日 １月２日～12月 30日 

○イ供用時間 ３月～９月 8:30～18:00 

      10 月～２月 8:30～17:00 

○ウ休 止 日 なし 
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運動施設等 内     容 事業費 

テニスコート 

○エ利用料金 １面当り 

      午前  870円 

      午後 1,280円 

      １日 2,100円 

      ※平日サービス料金 

      基本料金（2時間まで） 510円 

      延長料金（1時間ごと） 250円 

      16 時以降（1時間ごと） 200円 

㋔県内高校生以下学生割引 

      午前  430円 

      午後  640円 

      １日 1,050円 

      ※平日サービス料金 

      基本料金（2時間まで） 250円 

      延長料金（1時間ごと） 120円 

   16 時以降（1時間ごと） 100円 

(13,132 千円) 

フィールドアス

レチック 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ３月～９月 9:00～16:45 

      10 月～２月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）及び学校冬季休業日は無休 

○エ利用料金 １周当り 

      高校生以上  300円 

      小学生以上  150円 

 ※冬季サービス料金（*2） 

      親子セット  360円 

ボート 

○ア供 用 日 ３月 20日～11月 14日 

○イ供用時間 ３月～９月 9:00～16:45 

      10 月～11月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）は無休 

○エ利用料金 １回 30分 

      ペダル式   510円 

      オール式   250円 

（*1）繁忙期 ３月 20日～５月 31日、７月 20日～８月 31日、10月１日～10月 31日 

    （*2）冬季サービス 12月１日～３月 19日 
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運動施設等 内     容 事業費 

釣り池 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ３月～９月 9:00～16:45 

      10 月～２月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）及び学校冬季休業日は無休 

○エ利用料金 １人・１日 

      小 池   510円 

      大 池  1,230円 

      マス池   410円（11月～3月） 

(13,132 千円) 

（*1）繁忙期 ３月 20日～５月 31日、７月 20日～８月 31日、10月１日～10月 31日 

 

    〔那須野が原公園〕 

運動施設等 内     容 事業費 

テニスコート 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ４月～９月 8:30～18:00 

      10 月～３月 8:30～17:00 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）は無休 

○エ利用料金 １面当り 

      午前  870円 

      午後 1,280円 

      １日 2,100円 

      ※平日サービス料金 

      基本料金（2時間まで） 510円 

      延長料金（1時間ごと） 250円 

      16 時以降（1時間ごと） 200円 

㋔県内高校生以下学生割引 

      午前  430円 

      午後  640円 

      １日 1,050円 

      ※平日サービス料金 

      基本料金（2時間まで） 250円 

      延長料金（1時間ごと） 120円 

      16 時以降（1時間ごと） 100円 

6,346千円 

    （*1）繁忙期 ３月 20日～５月 31日、７月 20日～８月 31日、10月１日～10月 31日 
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運動施設等 内     容 事業費 

フィールドアス

レチック 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ４月～９月 9:00～16:45 

      10 月～３月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）は無休 

○エ利用料金 １周当り 

      高校生以上  300円 

      小学生以上  150円 

 ※冬季サービス料金（*2） 

      親子セット  360円 
(6,346千円) 

そり遊び 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ４月～９月 9:00～16:45 

      10 月～３月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）は無休 

○エ利用料金 １人・入場１回 

      高校生以上  300円 

      小学生以上  150円 

 ※冬季サービス料金（*2） 

      親子セット  360円 

    （*1）繁忙期 ３月 20日～５月 31日、７月 20日～８月 31日、10月１日～10月 31日 

    （*2）冬季サービス 12月１日～３月 19日 

 

    〔みかも山公園〕 

運動施設等 内     容 事業費 

ハング・パラグ

ライダー 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ３月～９月 8:30～17:00 

      10 月～２月 8:30～16:00 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

○エ利用料金 １人・１日     2,160円 

       １人・１年  21,600円 

      ※モノトレイン 

       １人・１日   1,080円 

1,334千円 

 

 



- 19 - 
 

    〔日光だいや川公園〕 

運動施設等 内     容 事業費 

フィールドアス

レチック 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ４月～９月 9:00～16:45 

      10 月～３月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）は無休 

○エ利用料金 １周当り 

      高校生以上  300円 

      小学生以上  150円 

 ※冬季サービス料金（*2） 

      親子セット  360円 

7,794千円 

ニュースポーツ 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ４月～９月 9:00～16:45 

      10 月～３月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

○エ利用料金 

 パークゴルフ、グラウンドゴルフ 

   １周 高校生以上  510円 

      小学生以上  250円 

      ※冬季サービス料金（*2） 

      親子セット  560円 

   １日 高校生以上 1,020円 

      小学生以上  510円 

   回数券（５枚綴り） 

      高校生以上 2,040円 

      小学生以上 1,000円 

   回数券（30枚綴） 

      高校生以上 10,710円 

      小学生以上  5,250円 

 ディスクゴルフ 

   １周 高校生以上  200円 

      小学生以上  100円 

      ※冬季サービス料金（*2） 

      親子セット  200円 

㋔その他 

 スタンプカード発行によるポイントサービスを実施 
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    （*1）繁忙期 ３月 20日～５月 31日、７月 20日～８月 31日、10月１日～10月 31日 

    （*2）冬季サービス 12月１日～３月 19日 

 

   （ウ）教養施設等事業 

    〔井頭公園〕 

教養施設等 内     容 事業費 

花ちょう遊館 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

○エ利用料金 １人・１回 

      大  人  410円（20名以上 330円） 

      小中高生  200円（ 〃   160円） 

      ※冬季サービス料金（*） 

      親子セット 510円 

㋔その他  

クリスマスツリー飾り（オオゴマダラ黄金の蛹）実施 

27,719 千円 

    （*）冬季サービス 12月１日～３月 19日 

 

    〔那須野が原公園〕 

教養施設等 内     容 事業費 

展望塔 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ４月～９月 9:00～16:45 

      10 月～３月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）は無休 

○エ利用料金 １人・１回 

      高校生以上  300円 

      ３歳～中学生 150円 

      ※冬季サービス料金（*2） 

      高校生以上  200円 

      ３歳～中学生 100円 

      望遠鏡    100円/回 

2,944千円 

    （*1）繁忙期 ３月 20日～５月 31日、７月 20日～８月 31日、10月１日～10月 31日 

    （*2）冬季サービス 12月１日～３月 19日 
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    〔日光田母沢御用邸記念公園〕 

教養施設等 内     容 事業費 

田母沢御用邸 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ４月～10月 9:00～17:00 

      11 月～３月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

※無休期間  4月 15日～ 5月 31日 

             8月 13日～ 8月 16日 

10月 1日～11月 30日 

             1月 2日～ 1月 5日 

○エ利用料金 １人・１回 

      高校生以上 510円（20名以上 410円） 

      小中学生  250円（ 〃   200円） 

      研修ホール 1時間 2,050 円 

      研修室   920円～4,320 円 

63,798 千円 

 

    〔とちぎわんぱく公園〕 

教養施設等 内     容 事業費 

ふしぎの船 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ４月～９月 9:30～17:00 

      10 月～３月 9:30～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）及び 1/11 は無休 

○エ利用料金 １人・１回 

      高校生以上 200円（20名以上 160円） 

      小中学生  100円（ 〃    80円） 

      ※冬季サービス料金（*2） 

      親子セット 250円 

6,099千円 

    （*1）繁忙期 ３月 20日～５月 31日、７月 20日～８月 31日、10月１日～10月 31日、 

           １月２日～１月９日 

    （*2）冬季サービス 12月１日～３月 19日 
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   （エ）キャンプ場事業 

    〔那須野が原公園〕 

内     容 事業費 

○ア供 用 日 １月１日～12月 31日 

○イ利用料金 １サイト１泊あたり 

      フリーテントサイト    2,570円（冬季  1,540円） 

      オートキャンプサイト   4,620円（冬季  2,570円） 

キャビン（４人用）    18,500円（冬季 10,200円） 

      キャビン（８人用）    30,200円（冬季 20,500円） 

      デイキャンプ       2,570円（冬季  1,540円） 

      コイン式シャワー      100円/回 

      コイン式洗濯機       200円/回 

      コイン式乾燥機       100円/回 

25,083 千円 

     *冬季は 12月 1日～3月 19日 ただし、12月 29日～１月１日は通常料金 

 

    〔日光だいや川公園〕 

内     容 事業費 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

      ※12月～２月は予約がある日のみ営業 

○イ利用料金 １サイト１泊あたり 

      フリーテントサイト     2,570円（冬季 1,540円） 

      オートキャンプサイト    4,620円（冬季 2,570円） 

      キャンピングカーサイト   5,650円（冬季 3,080円） 

      トレーラーハウス（５人用）16,400円（冬季 10,200円） 

      トレーラーハウス（８人用）23,000円（冬季 16,400円） 

      デイキャンプ（ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ）2,570円（冬季 1,540円） 

      車無し､１人でフリーテントサイト利用の場合 1,540円（通年） 

コイン式シャワー      100円/回 

      コイン式洗濯機       200円/回 

      コイン式乾燥機       100円/回 

26,312千円 

     *冬季は 12 月１日～２月末日 
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   （オ）フラワートレイン事業 

内     容 事業費 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 ３月～10月 9:20～16:20 

      11月～２月 9:30～15:50 

      ※季節、曜日により変更あり 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※1/3及び学校春季休業日は無休 

○エ利用料金 １人・１日 高校生以上 500円（20名以上 400円） 

            ３歳以上  300円（20名以上 240円） 

      回数券   高校生以上 1日券 6枚綴 2,500 円 

            ３歳以上  1日券 6枚綴 1,500 円 

㋔その他 

 「花得キャンペーン」（とちぎ花センターとのタイアップ事業）や 

おもてなし事業（鯉のぼりの装飾など）を実施 

27,751 千円 

  

   （カ）駐車場事業 

    〔井頭公園〕 

内     容 事業費 

○ア利用期間 ７月 15日（金）～８月 31日（水） 

      ※一万人プールに隣接して設置される駐車場 

○イ利用時間 8:30～18:30 

○ウ利用料金 １台・１日 

       大型バス   1,540 円 

       マイクロバス 1,020 円 

       普通自動車   510 円 

       オートバイ     200 円 

5,667千円 

 

    〔日光田母沢御用邸記念公園〕 

内     容 事業費 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 8:30～16:00 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※無休期間 ４月 15日～５月 31日 

            ８月 13日～８月 16日 

            10月１日～11月 30日 

            １月２日～１月５日 

5,717千円 
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内     容 事業費 

㋓利用料金 １台・２時間まで 

      大型バス  1,020円 

      普通自動車  200円（２時間を超え１時間ごとに 100円） 

      オートバイ    100円 

（5,717 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 
 

   （キ）利用者数及び収入見込 

    

平成28年度
利用者見込(人)

平成27年度
利用者実績見込(人)

増減(人)
平成28年度事業

収入見込額(千円)

総合運動公園 14,300 13,225 1,075 2,212

水泳場 14,300 13,225 1,075 2,112

ロッカー (5,000回) (4,584回) (416回) 100

井頭公園 192,993 201,649 ▲ 8,656 138,942

運動広場 (94回) (92回) (2回) 287

野球場 (60回) (53回) (7回) 211

テニスコート (2,900回) (3,155回) (▲255回) 2,789

一万人プール 145,000 150,378 ▲ 5,378 99,511

プールロッカー (45,560回) (45,562回) (▲2回) 4,556

ロッカー（プール外） (1,008回) (989回) (19回) 20

フィールドアスレチック 20,590 21,311 ▲ 721 3,521

ボート (7,220隻) (7,213隻) (7隻) 2,450

釣り池 11,863 11,874 ▲ 11 6,097

花ちょう遊館 15,540 18,086 ▲ 2,546 3,459

駐車場 (34,757台) (35,440台) (▲683台) 16,024

コインシャワー (63回) (79回) (▲16回) 6

コインシャワー（プール外） (111回) (113回) (▲2回) 11

41,800 39,378 2,422 37,493

テニスコート (2,545回) (2,620回) (▲75回) 2,228

フィールドアスレチック 14,500 14,134 366 2,818

ロッカー (1,100回) (1,100回) (0回) 22

そり遊び 7,400 6,136 1,264 1,376

展望塔 3,900 3,308 592 944

オートキャンプ場 16,000 15,800 200 30,105

62,303 61,906 397 24,843

ハング・パラグライダー 35 34 1 620

モノトレイン 268 268 0 289

フラワートレイン 62,000 61,604 396 23,934

37,970 40,459 ▲ 2,489 29,565

フィールドアスレチック 13,700 14,216 ▲ 516 2,401

パークゴルフ 6,385 6,385 0 1,857

グラウンド・ゴルフ 1,215 1,423 ▲ 208 323

ディスクゴルフ 1,145 1,275 ▲ 130 161

共通一日券 2,030 2,050 ▲ 20 2,055

共通回数券 (326組) (295組) (31組) 739

オートキャンプ場 13,495 15,110 ▲ 1,615 22,029

96,760 97,262 ▲ 502 49,931

御用邸本邸 96,760 97,262 ▲ 502 43,305

研修室 (204回) (218回) (▲14回) 725

駐車場 (22,350台) (24,583台) (▲2,233台) 5,901

49,250 48,978 272 5,195

ふしぎの船 49,250 48,978 272 5,195

495,376 502,857 ▲ 7,481 288,181合　　計

施設名

那須野が原公園

みかも山公園

日光だいや川公園

日光田母沢御用邸記念公園

とちぎわんぱく公園
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   ③ 体験学習事業 

     香楽亭（みかも山公園）、体験農場（日光だいや川公園）、なかよし農園（とちぎわんぱく

公園）など各公園に整備された体験学習施設等を活用しながら、参加者自らが「自然体験」「つ

くる体験」「農業体験」を実践することにより、自然とふれあい、人と人との交流を楽しみ、

自然や命の大切さについて考えるきっかけづくりとなる場を提供する。 

   （ア）体験学習事業 

    〔みかも山公園〕 

内     容 事業費 

「ハーブ料理」、「ハーブ染め教室」、「ハーブ写真展」など、ハーブや身近

な植物を活用した各種講座及び展示会を実施する。 

実施予定回数 講座 27回、定員 各回 20名、展示３回 

受講料 無料（材料費、保険料等が実費負担となる場合がある） 

979千円 

    〔日光だいや川公園〕 

内     容 事業費 

「ソバ打ち体験教室」、「稲作体験教室」、「水掛菜栽培体験教室」など、郷

土の特色を織り交ぜた農業体験等の講座を実施する。 

実施予定回数 64回、定員 20名程度 

受講料 無料（材料費、保険料等が実費負担となる場合がある） 

11,372千円 

    〔とちぎわんぱく公園〕 

内     容 事業費 

「スイートコーンの種まき」、「カヌー体験教室」、「ちぎり絵教室」など、

「農業体験」、「自然体験」、「つくる」などのテーマを設定し、子どもから

大人まで参加し楽しめるプログラムを実施する。 

実施予定回数 延べ 137回、定員 講座により様々 

受講料 無料（材料費、保険料等が実費負担となる場合がある） 

18,437千円 

    ※受講、参加申し込みは、直接各公園へ申し込む。 

    ※各講座等の情報は、当協会のＨＰ、都市公園だより、各種情報誌等に掲載する。 

 

（２）公２事業（都市緑化の推進及び普及啓発に関する事業） 

   花と緑あふれる潤いのある快適な街づくりを進めるため、都市緑化基金や収益事業で得た益金

等を積極的に活用し、「緑の普及啓発事業」を実施する。また、緑の相談所の管理運営事業を県か

ら受託し、県民が自ら行う緑化を支援する。 

 

  ア 緑の普及啓発事業 

    「第１７回全国都市緑化とちぎフェア」の趣旨を継承し、「地域の緑は、住民自らがつくり、

育てる」という県民の意識の高揚を図り、もって緑豊かな潤いのある環境に優しいまちづくり

を推進するため、「緑の普及啓発」、「緑の街づくり」、「緑を育てる人づくり」を柱とした各種緑

化事業を展開する。 
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   ① 通年事業 （事業費 5,758千円） 

     都市緑化意識の普及、啓発を図るため、当協会が蓄積してきた都市緑化技術やノウハウを

生かし、地域住民やボランティア団体が行う自発的な緑化活動を支援する。 

事業名 内     容 

花みどりいっぱい街

づくり事業 

自治会・町内会・商店街組合など公募により選定した緑化活動を行

うボランティア団体等に対し、花苗など緑化資材を提供し、花と緑

豊かな街づくり活動を支援する。（支援予定団体数 15団体） 

緑化ボランティアリ

ーダー養成事業 

都市公園や地域における市民緑化活動の中心的人材となる、緑化ボ

ランティアリーダーを養成するため、那須野が原公園を会場に１年

目は県北地域に位置する公園の特色を活かした講座を行う。（受講生

30名募集、受講料無料） 

私たちの花壇事業 

都市公園内での花の植栽や除草など緑化活動に参加、体験すること

により花や緑への愛着心を醸成し、緑化の普及を図る。 

（定員なし、参加費無料） 

出張緑の相談所事業 
緑の相談員が要望のあった施設等へ出向き、緑化講習会や実技指導

を行う。利用料無料。材料費が実費負担となる場合がある。 

都市緑化広報事業 

ホームページや広報誌「花さんぽ」の発行などにより、県営都市公

園のイベント、花情報、各種講習会の開催など旬な情報を発信する。 

（花さんぽ発行部数 28,000部/年） 

 

   ② 都市緑化月間事業 （事業費 5,934千円） 

     10月の都市緑化月間行事として、栃木県と共催により「とちぎグリーンフェスタ 2016」を

開催し、来場者がイベント等に参加、体験することにより花や緑への関心を高めるとともに、

公園の利用促進と地域の活性化を図る。 

   （ア）開催時期 

      メイン会場   平成 28年 10月 8日（土）から 10月 16日（日）までの９日間 

      サテライト会場 平成 28年 10月 8日（土）から 10月 10日（月）までの３日間 

   （イ）開催公園 

      メイン会場   とちぎわんぱく公園 

サテライト会場 井頭公園、那須野が原公園、みかも山公園、日光だいや川公園 

   （ウ）主なイベント 

     ・地元小学校との協働による寄せ植えづくりと会場の飾りつけ 

     ・園芸教室、ガーデニングコンテストなどの参加・体験型イベント 

     ・郷土芸能、パフォーマンスショー、地元特産品の販売、各種アトラクション等 

     ・緑化樹（苗木）の配布 
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  イ 緑の相談所事業 

    都市公園に設置されている緑の相談所において、植物、樹木、野菜等の管理や緑化技術等に

ついて、県民が気軽に相談や知識・技術を享受できる機会を提供する。また、本協会がこれま

でに構築、蓄積してきた関係機関とのネットワークやイベントの企画力を活かし、各種講習会

や展示会等を企画・運営する。  

 

   ① 緑の相談事業 

公園名 内     容 

井頭公園 

那須野が原公園 

みかも山公園 

日光だいや川公園 

緑の相談所に相談員を２名配置し、植物の管理、野菜の栽培、緑化

技術等に関する相談に応じる。 

○ア開 所 日 １月２日～12月 28日 

○イ開所時間 9:00～17:00 

○ウ閉 所 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※那須野が原公園は閉所日なし 

      ※みかも山公園は 1/3及び学校春季休業日は開所 

○エ利用料金 無料 

○オ相談受付 来所、電話、ファクシミリ等 

   

 ② 各種講座 

公園名 内     容 

井頭公園 

「ハーブの栽培とその利用法」、「野菜の作り方」、「庭木の剪定」、「バ

ラを上手に咲かせる剪定と管理」など 

実施予定回数 35回、定員 延べ 580名 

受講料 無料（材料費、保険料等が実費負担となる場合がある） 

那須野が原公園 

「手づくり鉢で寄せ植えづくり」、「盆栽教室」、「親子クワガタ教室」、

「ミニ門松づくり」など 

実施予定回数 27回、定員 延べ 780名 

受講料 無料（材料費、保険料等が実費負担となる場合がある） 

みかも山公園 

「みかも山自然観察会」、「ネイチャーフォト教室」、「庭木・花木の

病害虫防除」、「絵手紙体験教室」など 

実施予定回数 37回、定員 延べ 800名 

受講料 無料（材料費、保険料等が実費負担となる場合がある） 

日光だいや川公園 

「日光だいや川公園自然観察会」、「ホタルの棲む流れの水生昆虫観

察会」、「クリスマスリースを作ろう」、「手のり盆栽の作り方」など 

実施予定回数 40回、定員 延べ 600名 

受講料 無料（材料費、保険料等が実費負担となる場合がある） 
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 ③ 展示・催し等 

公園名 内     容 

井頭公園 

「バラの系譜とその管理展」、「盆栽山野草展」、「グリーンバザール」、

「草木染展」など 

実施予定回数 42回 

那須野が原公園 

「竹工芸展」、「華道展」、「水が拓く緑の夢空間那須野絵画展」、「み

んなのつるし雛展」など 

実施予定回数 49回 

みかも山公園 

「みかも山応募短歌・万葉写真展」、「とちぎのフクロウ展」、「みか

も山の薬草写真展」、「みかも山の早春の花写真展」など 

実施予定回数 38回 

日光だいや川公園 

「ヤマユリだけの絵画展」、「日光だいや川公園動植物写真展」、「菊

花展」、「日光の写真展」など 

実施予定回数 34回 

    

④事業費 

     井頭公園   12,894千円 ・ 那須野が原公園   8,321 千円 

     みかも山公園 8,169千円 ・ 日光だいや川公園 11,242千円 

 

５ 収益事業の実施計画 

   公園施設の効用を最大限に発揮し、多様な利用者のニーズに応えるため、貸自転車、バッテリ

ーカー、わんぱくトレイン、飲食店、売店など、公園の魅力を高める収益事業を実施する。実施

にあたっては、安全、安心、高品質なサービスの提供に努める。 

   また、公益目的事業を推進するため、当事業の収益の一部は、公益目的事業会計へ充当する。 

（１）収１事業（貸自転車、バッテリーカーなどの遊戯施設等事業） 

   ア 事業の内容 

    〔井頭公園〕 

遊戯施設等 内     容 事業費 

貸自転車 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間  3月～9月 9:00～16:45 

       10 月～2月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※繁忙期（*1）及び学校冬季休業日は無休 

○エ利用料金 

  貸自転車   １回・２時間 

         高校生以上 410円（超過 200円/h） 

         中学生以下 300円（超過 150円/h） 

11,995 千円 

     



- 30 - 
 

遊戯施設等 内     容 事業費 

変り種自転車 

パターゴルフ 

バッテリーカー 

小型遊具 

 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間  3月～9月 9:00～16:45 

       10 月～2月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      一万人プール営業期間及び 11 月中旬～3 月

中旬の平日 

      ※繁忙期（*1）及び学校冬季休業日は無休 

○エ利用料金 

 変り種自転車 １回・１時間 

         高校生以上 300円（超過 300円/h） 

       中学生以下 200円（超過 200円/h）

パターゴルフ １ラウンド９ホール 

高校生以上 410円 

         中学生以下 300円 

バッテリーカー １回   100円 

小型遊具    １回   100円 

(11,995 千円) 

エアー遊具 ○ア供 用 日  

３月中旬～５月の土日祝日及び学校春季休業日 

９月中旬～11月の土日祝日 

○イ供用時間  3月～9月 9:00～16:45 

       10月～2月 9:00～16:30 

○ウ利用料金    １回   200円 

 

〔那須野が原公園〕 

遊戯施設等 内     容 事業費 

貸自転車 

バッテリーカー 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間  4月～9月 9:00～16:45 

       10 月～3月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 貸自転車：毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

           ※繁忙期（*1）は無休 

      バッテリーカー：なし 

○エ利用料金 

 貸自転車   １回・２時間 

        高校生以上 410円（超過 200円/h） 

        中学生以下 300円（超過 150円/h） 

 バッテリーカー １回 100円 

3,773円 
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〔みかも山公園〕 

遊戯施設等 内     容 事業費 

バッテリーカー 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間 9:00～16：30  

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※1/3及び学校春季休業日は無休 

○エ利用料金 １回 200円 
1,216千円 

空気膜遊具 

○ア供 用 日 4月～6月、9月、11月、3月の土日祝日 

○イ供用時間 9:00～16：30 

○ウ利用料金 １回 200円 

     

〔日光だいや川公園〕 

遊戯施設等 内     容 事業費 

貸自転車 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間  4月～9月 9:00～16:45 

       10 月～3月 9:00～16:30 

○ウ休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

○エ利用料金 

      １回・２時間 

      高校生以上 410円（超過 200円/h） 

      中学生以下 300円（超過 150円/h） 

325千円 

     

〔とちぎわんぱく公園〕 

遊戯施設等 内     容 事業費 

空気膜遊具等 

わんぱくトレイ

ン 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日の土日祝日及び 

学校春季・夏季・冬季休業日等 

○イ供用時間 

  空気膜遊具等    9:30～16:30  

  わんぱくトレイン  9:20～16:20 

※季節により変更あり 

○ウ利用料金 

  空気膜遊具等 

   スライダー     ５分 300円 

   キッズボート    ５分 300円～500円 

   ウォーターバルーン ５分 500円～800円 

   ビックローラー   ５分 400円～1,200円 

   ぱなぱな      ５分 200円 

17,301千円 
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遊戯施設等 内     容 事業費 

空気膜遊具等 

わんぱくトレイ

ン 

わんぱくトレイン  

   高校生以上１区間 100円（団体 2区間 100円･最大 200円） 

   ３歳以上 1区間 50円（団体 2区間 50円・最大 100円） 

（17,301千円） 

ミニトレイン 

バッテリーカー 

○ア供 用 日 １月２日～12月 28日 

○イ供用時間  

ミニトレイン  9:30～17:00  

バッテリーカー 9:30～16:30 

※季節により変更あり 

○ウ利用料金  

ミニトレイン    １回 200円 

バッテリーカー   １回 100円 

  

（*1）繁忙期 ３月 20日～５月 31日、７月 20日～８月 31日、10月１日～10月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 33 - 
 

 

  イ 利用者数及び収入見込 

    

平成28年度
利用者見込(人)

平成27年度
利用者実績見込(人)

増減(人)
平成28年度事業

収入予算額(千円)

井頭公園 48,242 49,881 ▲ 1,639 13,726

貸自転車 22,620 23,416 ▲ 796 8,412

変り種自転車 14,897 15,307 ▲ 410 3,326

バッテリーカー 4,810 4,956 ▲ 146 481

パターゴルフ 2,540 2,737 ▲ 197 921

小型遊具・エアー遊具 3,375 3,465 ▲ 90 586

22,460 25,240 ▲ 2,780 4,724

貸自転車 9,360 10,700 ▲ 1,340 3,414

バッテリーカー 13,100 14,540 ▲ 1,440 1,310

8,450 6,000 2,450 1,690

バッテリーカー 6,000 6,000 0 1,200

空気膜遊具 2,450 0 2,450 490

960 993 ▲ 33 345

貸自転車 960 993 ▲ 33 345

とちぎわんぱく公園 156,360 157,915 ▲ 1,555 23,184

スライダー 12,000 10,930 1,070 3,600

キッズボート 8,800 9,090 ▲ 290 2,800

ウォーターバルーン 5,000 5,367 ▲ 367 3,100

ビックローラー 1,260 1,359 ▲ 99 1,074

ぱなぱな 5,900 5,432 468 1,180

ミニトレイン 5,800 7,175 ▲ 1,375 1,160

バッテリーカー 30,000 30,368 ▲ 368 3,000

わんぱくトレイン 87,600 88,194 ▲ 594 7,270

236,472 240,029 ▲ 3,557 43,669

施設名

那須野が原公園

日光だいや川公園

合　　計

みかも山公園
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（２）収２事業（売店及び自動販売機による飲食物、土産品等の販売事業） 

   ア 事業収入見込 

平成28年度見込 平成27年度実績見込 増　減

72,696,000円 76,168,000円 ▲ 3,472,000円

直営販売収入 55,830,000円 58,313,000円 ▲ 2,483,000円

直営自販機収入 4,372,000円 4,392,000円 ▲ 20,000円

直営諸収入 111,000円 100,000円 11,000円

委託販売収入 250,000円 239,000円 11,000円

委託自販機収入 12,133,000円 13,124,000円 ▲ 991,000円

30,439,000円 30,520,000円 ▲ 81,000円

直営販売収入 1,366,000円 1,435,000円 ▲ 69,000円

直営自販機収入 2,248,000円 2,308,000円 ▲ 60,000円

直営諸収入 1,562,000円 1,573,000円 ▲ 11,000円

委託販売収入 20,343,000円 20,372,000円 ▲ 29,000円

委託自販機収入 4,920,000円 4,832,000円 88,000円

24,612,000円 24,750,000円 ▲ 138,000円

直営販売収入 20,167,000円 20,143,000円 24,000円

直営自販機収入 1,324,000円 1,336,000円 ▲ 12,000円

直営諸収入 600,000円 577,000円 23,000円

委託自販機収入 2,521,000円 2,694,000円 ▲ 173,000円

19,430,000円 18,618,000円 812,000円

直営販売収入 16,430,000円 15,814,000円 616,000円

委託自販機収入 3,000,000円 2,804,000円 196,000円

9,961,000円 10,629,000円 ▲ 668,000円

直営販売収入 4,610,000円 5,519,000円 ▲ 909,000円

直営自動販売機収入 440,000円 446,000円 ▲ 6,000円

直営諸収入 661,000円 746,000円 ▲ 85,000円

委託販売収入 2,250,000円 2,027,000円 223,000円

委託自販機収入 2,000,000円 1,891,000円 109,000円

31,025,000円 30,830,000円 195,000円

直営販売収入 29,143,000円 28,915,000円 228,000円

委託販売収入 1,533,000円 1,536,000円 ▲ 3,000円

委託自販機収入 349,000円 379,000円 ▲ 30,000円

29,785,000円 30,137,000円 ▲ 352,000円

直営販売収入 24,550,000円 24,817,000円 ▲ 267,000円

直営諸収入 31,000円 29,000円 2,000円

委託販売収入 4,000円 3,000円 1,000円

委託自販機収入 5,200,000円 5,288,000円 ▲ 88,000円

217,948,000円 221,652,000円 ▲ 3,704,000円

とちぎわんぱく公園

合　　　計

日光田母沢御用邸

日光だいや川公園

区　　　　分

那須野が原公園

みかも山公園

総合運動公園

井頭公園

 

    ※営業日は、有料公園施設の供用日に準じ、毎週火曜日（祝日の場合翌日）を休業日とする。

ただし、春休み、夏休み、秋の行楽期等の繁忙期には臨時営業する。 
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（３）収３事業（総合運動公園近隣県有地維持管理受託事業） 

    栃木県からの委託を受け、総合運動公園近隣に所在する遊休県有地の維持管理を行い、県民

の利用に供する。主な受託内容は、下草刈り、ゴミ収集、貸出し受付、安全点検、巡回等。 

    ア 事業収入見込 

    

区 分 平成28年度予算額 平成27年度予算額 増　減

県有地管理受託事業収入 16,848,000円 16,848,000円 0円
 


