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平成３１（２０１９）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、遊園地及びプール事業、また、各

種イベントなどを展開し、「喜ばれ、愛され、親しまれる公園」づくりを目標に県営都市公園の利用促

進を図ってきた。併せて、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も行ってきた。 

 平成 31(2019)年度の事業実施にあたっては、公益財団法人として不特定多数の者の利益の増進とい

う目的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しながらの推進に努める。 

指定管理事業については、総合運動公園を除く５公園においては新指定管理期間の初年度として各種

提案事業を着実にスタートさせ軌道に乗せる大事な年である。県が掲げる平成 32(2020)年度末県営都市

公園年間利用者数 500 万人達成に向け、関係機関や民間企業との連携の開拓・拡大を図りながら公園の

魅力を最大限に引き出していく。コンソーシアムに関しては、各構成員の専門性を活かした効果的かつ

効率的な業務分担による高品質な管理に加え、民間企業のアイデアを活用したサービスを提供するなど

利用者満足度の向上を図る。 

総合運動公園においては、新たに新武道館の管理が加わることから適切な管理運営体制を構築する

とともに、現指定管理期間が最終年度を迎えることから、これまでの状況等を検証し、次期にむけた事

業内容を再構築していく。 

今回落選となった日光だいや川公園については、次期更新時の再指定を目指し準備を始めることは

もちろんのこと、今回の敗戦要因の分析を行い、他公園においても新指定期間を通し事業成果を積み

重ねつつ更なる発展を常に考え、次期も指定が勝ち取れるよう準備・対策に万全を期す。 

遊園地事業については、とちのきファミリーランドが開園 40周年を迎えることから記念イベントを

開催するとともに、総合スポーツゾーン整備や「いちご一会とちぎ国体」を考慮し策定した「リニュー

アル基本構想」に基づき新遊戯機種を導入するなど、更なる事業展開を図っていく。 

 

 

１ 管理運営の基本理念 

  目標とする「喜ばれ、愛され、親しまれる公園」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、次世代に自然環境等を継承する適正・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・把握し、管理運営に反映 

  「共生・共栄する公園づくり」 

    地域住民、ボランティア、民間企業等と連携し、地域と一体となった市民参加型の公園づくり 
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２ 管理運営方針 

（１）平成 31(2019)年度重点的に取り組む事項 

  ① 総合運動公園 

    総合スポーツゾーン整備に関して、最重要事項である安全対策について、引き続き安全協議会

と連携を図り利用者の安全確保に万全を期すとともに、11月に供用開始となる新武道館について

は、関係機関と連携・協議を進め適切な管理運営体制を構築する。本公園の利用促進にあたり、

各種スポーツ教室など自主イベントを積極的に開催するほか、開園 40周年を迎える「とちのきフ

ァミリーランド」での記念イベントの開催や新遊戯機種の導入等で更なる利用者増を図る。 

  ② 井頭公園 

    本公園指定管理グループとして４構成員各々が持つ専門的ノウハウや組織力等を活かし、よ

り質の高い管理とサービスを提供する。維持管理においては、老朽化が進む大型施設やインフ

ラ設備について県と連携して改善を図るとともに更新計画の提案も行う。また、開園 45周年を

迎えることから記念イベントを開催するほか、主要施設である一万人プールでは、地域協働イ

ベントの開催、安全対策の強化、シニア料金値下げ等により更なる利用者増を図る。 

  ③ 那須野が原公園 

    雄大な自然と牧歌的空間が特長の本公園を快適に利用してもらうため、本公園指定管理グルー

プ構成員とともに環境美化の向上と老朽化が進む施設・樹木の安全対策を徹底する。施設管理に

おいては、人気施設の安易な予約を未然に防ぐ有効な対処法を策定する。また、開園 30周年記念

花壇が好評だったことから、引き続き魅力的な景観づくりを緑化ボランティアと協働で進めると

ともに、近隣観光施設等と地元密着型の事業を展開するなどし、更なる利用者増を図る。 

  ④ みかも山公園 

    本公園指定管理グループ構成員とともに万葉庭園や三毳庭園の管理向上を図り、「魅せる庭園

づくり」に取り組む。また、枯松等危険木の早期発見・処理に努めるなど安全対策を徹底する。

大人気のカタクリ等山野草の保護・育成や、ハーブ園の整備など本公園の特長を活かした魅力

ある公園づくりに取り組む。利用促進については、近隣観光施設等との連携強化を図り、協働で

各種誘客事業を展開する。 

  ⑤ 日光田母沢御用邸記念公園 

    御用邸造営 120 周年の節目の年であることに加え、今上陛下の御退位、改元など、例年以上に

本公園への注目が高まることが予想されるので、記念イベントとして演奏会や伝統工芸品展示即

売会、抹茶体験などを開催するほかアフターＤＣイベントも開催し更なる利用者増を図る。また、

近年増加する外国人向けサービスとしてスタッフの対応力向上と案内表記の充実を図る。施設管

理においては、重文施設である御用邸の確実な保護・保全や人気の庭園の管理に万全を期す。 

  ⑥ とちぎわんぱく公園 

    多種多彩な体験プログラムや大型遊具、3年目となるクリスマスイルミネーション、キッチン

カー新設などを通して、幅広い世代に遊ぶ・学ぶ・食べる楽しみを提供するとともに、アフター

ＤＣ事業として 175 万本のセントーレア大花畑の整備のほか、夢花壇においては有名ガーデン

デザイナー監修の高水準な修景による華やかな空間の提供も行う。また、本公園指定管理グル

ープ構成員とともに園地の安全対策を徹底するとともに、リンゴの樹勢回復等に取り組む。こ

の他、「道の駅みぶ」供用開始 10 周年記念事業を近隣施設と協働展開するほか、ふしぎの船の

サービス向上、ＳＮＳを活用した広報等により更なる利用者増を図る。 
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（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、情報誌等に加え、新たにＳＮＳを導入し、来園のきっかけとなる花

の見ごろ、イベント等についてのリアルタイムの情報を積極的に発信する。 

  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着実に実施し、危険箇

所の早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 クレジットカード等によるキャッシュレス化対応促進、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）多様な生物が存在する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 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、民間企業、市町等との連携・協働を図り、多様な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 法令を遵守し、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、栃木県と連携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。 
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３ 公園利用者数の目標値 

  各公園で、記念事業や季節にちなんだ多彩なイベントの開催、地域や民間企業等と連携強化・拡

大、アフターＤＣ協賛イベント等積極的な利用促進並びに利用者サービスの向上に取り組む予定で

あり、総合運動公園において総合スポーツゾーン整備関連工事の影響があるものの、平成 31(2019)

年度は、6公園合計で平成 30(2018)年度実績見込に対し 8.2％増の利用者数を見込んでいる。 

                                       （単位:人） 

公 園 名 
平成 28(2016)年度

実績 

平成 29(2017)年度

実績 

平成 30(2018)年度

見込 

平成 31(2019)年度

目標値 

総合運動公園 696,874 680,257 510,000       610,000 

井頭公園 740,748 791,099 820,000   840,000 

那須野が原公園 211,334 232,294 244,000       256,000 

みかも山公園 818,172 807,117 780,000 850,000       

日光田母沢御用邸記念公園 92,395 111,634 106,000     115,000 

とちぎわんぱく公園 862,826 853,447 840,000       900,000 

合  計 3,422,349 3,475,848 3,300,000 3,571,000    

  ※平成 30(2018)年度見込は 4月～12月実績と翌 1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〕：事業費 236,889千円 

   （ア）利用者数及び収入見込 

    

区 分
平成31(2019)年度

見込
平成30(2018)年度

実績見込
増　減

乗り物延べ利用者数 1,600,000人 1,554,928人 45,072人

遊園施設収入 204,900,000円 199,011,000円 5,889,000円

小型遊戯施設収入 19,800,000円 19,178,000円 622,000円

収入計 224,700,000円 218,189,000円 6,511,000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 30日～1月 1日、1月 9日 

次の期間等は休園日

を設けない。 

3月20日～4月第1週、 

7月20日～8月31日、 

10月15日、12月25日、

1月 7日 
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項 目 内   容 備 考 

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 12機種 

○イ小型遊具 

  空気膜遊具、ゲーム機、コイン式遊具など 

 

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 

ボート１隻 500円 

修繕計画 
・ジェットコースター走路（含支柱）及び駅舎塗装 

・自家用電気工作物改修など 

予算額 102,200千円 

安全・安心

の取り組み 

・遊戯機種等の日常点検 

・遊戯機種等の定期点検及び法定点検の実施 

 

利用者満足

度を高める

取り組み 

・新遊戯機種の導入 

・「サマーナイトゆうえんち（夜間営業）」の試行

（新規） 

・夏季における水遊び広場の設置（新規） 

新遊戯機種導入予算

額 150,000千円 

広報計画 
・新聞折り込み等、冊子（クーポン付） 

・ネット広告、情報誌、ポスター・ちらしなど 

 

    

② プール事業：事業費 29,650千円 

    〔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31(2019)年度

見込
平成30(2018)年度

実績
増　減

利用者数 34,000人 30,083人 3,917人

プール収入 24,238,000円 18,302,720円 5,935,280円

ロッカー収入 1,030,000円 986,600円 43,400円

貸ボート収入 760,000円 636,480円 123,520円

収入計 26,028,000円 19,925,800円 6,102,200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 13日（土）～7月 15日（月） 

  7月 20日（土）～8月 25日（日） 

○イ開園時間 

  9:00～17:00 

休園日なし 
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項 目 内   容 備 考 

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 

 

利用料金 

・シニア（65歳以上）  500円 

・高校生・大人    1,300円 

・小中学生       500円 

・幼児（3歳以上）     200円 

・団体（20名以上）上記料金の 2割引 

・ロッカー    1回   100円 

・ゴムボート  一般 1時間 500円 

 

利用者満足

度を高める

取り組み 

・フラダンスショーの実施 

・特別割引優待券の配布 

・電子チケットサービスの新規導入 

 

修繕計画 
・流水プール壁面修繕 

・遊泳プールろ過機ろ材交換 など 

予算額 7,868千円 

広報計画 

・特別割引優待券を近隣市町の教育機関や観光施設等

に配布 

・その他、情報誌など 

 

 

    〔井頭公園一万人プール（先行オープン）〕 

   （ア）利用者数及び収入見込 

    

区 分
平成31(2019)年度

見込
平成30(2018)年度

実績
増　減

利用者数 3,000人 2,223人 777人

プール収入 880,000円 656,300円 223,700円

ロッカー収入 658,000円 33,500円 624,500円

収入計 1,538,000円 689,800円 848,200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 6日（土）、7日（日） 

  ※ロッカーは上記ほか 7 月 12 日（金）～9 月

1日（日）実施 

○イ開園時間 

  9:00～17:00 

先行オープン 

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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項 目 内   容 備 考 

利用料金 

・大人（高校生以上）    500円 

・こども（小中学生）    200円 

・ロッカー 1 回 40～100円 

ロッカーは収納サイズ

により料金が異なる 

広報計画 ・隣県主要新聞にカラー広告等掲載  
    

（ウ）貸ボート利用時間及び収入見込 

    

区 分
平成31(2019)年度

見込
平成30(2018)年度

実績
増　減

利用時間（一般） 4,215時間 4,335時間 ▲120時間

         (超過） 130時間 170時間 ▲40時間

貸ボート収入(一般） 2,529,000円 2,210,850円 318,150円

    　      (超過） 39,000円 42,500円 ▲3,500円

収入計 2,568,000円 2,253,350円 314,650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 12日（金）～9月 1日（日） 

○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 600円 

超過料金 １隻  30分 300円 
 

 

   ③ 運動事業：事業費 882千円 

     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 

栃木 SCちびっこサッカー教室 4月 小学 1～3年生 30名 

テニス教室（全 8回） 5･6月 制限なし 50名 

飛込教室（全 5回） 7･8月 小学 3～高校 1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 

ラグビー（タグラグビー）教室 8月 小学 4～6年生 40 名 

ピラティス教室（全 5回） 9月 18歳以上  50 名 

楽しいウォーキング教室 10月 制限なし 30名 

キッズペンタスロン 10月 小学 4～6年生 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。 
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    〔井頭公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 

卓球場 
4･5月 

9/11～3月 
制限なし なし 

ランニング教室 7月 制限なし 50名 

栃木ＳＣちびっこサッカー教室 3月 小学校低学年 50名 

井頭公園テニスセミナー 3月 中学生 200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。 

 

    〔那須野が原公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 

第 8回テニスセミナー 10月 高校生 90名 

     ※参加費 500円／名 

 

   ④ 学習事業：事業費 269千円 

     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。 

   （ア）事業の内容 

    〔井頭公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 

花ちょう遊館クイズ 4月～3月 制限なし なし 

鳥見亭学習 11月～3月 制限なし なし 

     ※参加費は無料。ただし、「花ちょう遊館クイズ」は入館料が必要。 

 

    〔とちぎわんぱく公園〕 

事業名 実施時期 対 象 定 員 

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 なし 

大人の陶芸教室（16回） 
5･6･9･10･

11･2月 
大人 12名/回 

親子の陶芸教室 7･1月 親子 10組/回 

こどもの陶芸教室 8月 小学 3～中学 3年生 12名/回 

陶芸教室 3月 制限なし 20名/回 

     ※参加費が必要。 

 



- 9 - 
 

   ⑤ 文化事業：事業費 624千円 

     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。 

   （ア）事業の内容 

事 業 名 実施時期 対 象 定 員 

御用邸と和の心 着物で御用邸散策〔ｱﾌﾀｰ DC〕  4月～6月 制限なし なし 

日光市内宿泊者入園料割引サービス〔ｱﾌﾀｰ DC〕 4月～6月 日光市内宿泊者 なし 

御用邸専属ガイド〔ｱﾌﾀｰ DC〕 4月～11月 団体利用者 30名/回 

春の特別企画 皇后御学問所特別公開〔ｱﾌﾀｰ DC〕 4/15～5/14 制限なし なし 

〔御用邸造営 120年記念〕栃木県の伝統工芸

品展示即売会 
4/19～25 制限なし なし 

〔御用邸造営 120年記念〕フレッシュ“青春”

コンサート 
5/4･7/21･8/18 制限なし 100名/回 

平安宮中の雅な世界 十二単・天皇御祭服

特別展示〔ｱﾌﾀｰ DC〕 
5/10～6/2 制限なし なし 

御用邸「中坪（中庭）めぐり」ガイドサービス 

〔ｱﾌﾀｰ DC〕 
土日/5･6月 制限なし 20名/回 

国際避暑地日光 皇室・大使の別荘めぐり

スタンプラリー〔ｱﾌﾀｰ DC〕 
5/14～7/31 制限なし なし 

県民の日協賛音楽祭 新緑の箏の調べ 6/2 制限なし 100名/回 

〔御用邸造営 120年記念〕和の文化に触れる 

茶室で抹茶のおもてなし 
6/15・6/16 制限なし 200名/回 

研修室特別観覧展示会「森山馬好」絵画展 7/10～7/15 制限なし なし 

〔御用邸造営 120年記念〕第 2回日光てしご

と市 
7/20・7/21 制限なし なし 

御用邸ガイドサービス 土日/7月～9月 制限なし 20名/回 

田母沢の四季写真展 7/15～8/31 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 2019 9月～11月 制限なし 100名/回 

近代日光の古写真展又は日光の風景写真展 9/15～11/30 制限なし なし 

御日拝所室内特別公開 10/15～11/14 制限なし なし 

ライトアップＮＩＫＫＯ＆ナイトツアー 11月 制限なし なし 

冬の特別企画 クリスマスコンサート・ニューイ

ヤーコンサート 
12月･1月 制限なし 100名/回 

三階御展望室特別公開 12/15～１/31 制限なし なし 

日光鉢石宿のおひなさま 2/11～3/2 制限なし なし 
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事 業 名 実施時期 対 象 定 員 

桃の節句 つるし雛飾り 2/15～3/8 制限なし なし 

音声ガイドサービス 通年 制限なし なし 

 

   ⑥ イベント事業：事業費 10,054千円 

     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 

さくらまつり 3/29～4/7 
スタンプラリー、 

桜茶サービス、野点など 

とちのきファミリーランド 40 周年記念イベ

ント 

4/21 

（予備日 4/28） 

ザ・たっち 1日園長、お

笑いライブなど 

とちのきファミリーランドイベント（106 回

予定） 
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 

〔開園45周年記念〕桜まつり 4/1～4/14 桜茶サービス、売店など 

青いケシの仲間たち展 5/8～6/10 花ちょう遊館特別展示 

〔開園45周年記念＆ｱﾌﾀｰ DC〕ローズフェスタ 5/11～6/2 バラ苗販売、抽選会など 

梅の実配布（花ちょう遊館入館者サービス） 6月 先着 100名 

〔開園45周年記念〕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、 

ハーブリース作り、ポイ

ントスタンプカードなど 

〔開園45周年記念〕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、 

入場者通算 1,000 万人

達成ｲﾍﾞﾝﾄ、万ﾌﾟｰｻﾏｰﾌｪ

ｽﾃｨﾊﾞﾙなど 

〔開園45周年記念〕とちぎグリーンフェスタ2019 10/12～10/14 
苗木配布、オータムライ

ブ、緑化体験教室ほか 

神秘的に輝く黄金のサナギツリー 11/20～12/28 花ちょう遊館特別展示 

釣り池 マスのキロ釣り 
4月～5月中旬 

11月～3月 

マス釣り 3 匹目以降の

マス 150円/100ｇ 

梅まつり 3月初旬～3/22 
陽だまり亭企画メニュー

など 
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〔那須野が原公園〕 

イベント名等 開催期間 内 容 

フリーマーケット 4･5･10･11月 計 8回開催 

田園空間博物館サテライト写真展 4/26～5/31 展望塔利用者向け 

キャンプ場イベント 5･7･9･11･12月 キャンプ場宿泊者向け 

ファミリープールイベント 7/28 フラダンスショー 

とちぎグリーンフェスタ2019 10/12～10/14 
苗木配布、郷土芸能披

露、緑化体験教室ほか 

那須野が原ウォーク 11/17 ウォーキング、抽選会 

サンサンタワーライトアップ（予定） 12月～1月 展望塔ライトアップ 

 

〔みかも山公園〕 

イベント名等 開催期間 内 容 

ハーブフェスタ〔ｱﾌﾀｰ DC〕 6/8～6/23 ハーブ教室など 

とちぎグリーンフェスタ2019 10/12～10/14 
苗木配布、万葉お茶会、

緑化体験教室ほか 

早春の花まつり 2/15～4/5 ハイキング、抽選会など 

 

    〔とちぎわんぱく公園〕 

イベント名等 開催期間 内 容 

花当ておさんぽ 4/20・4/21 花に関するクイズ 

こいのぼりをかざろう 4/20～5/5 こいのぼり飾り 

ふれあいイベント 5/25 そとあそび 

県民の日イベント 6/15・6/16 クイズラリー 

七夕飾りをつくろう 7/1～7/7 短冊飾り 

エイサーページェント 8/4 琉球太鼓の演舞 

かかしまつり 9/14～10/14 かかし掲出 

とちぎグリーンフェスタ2019 10/12～10/14 
苗木配布、花壇修景、緑

化体験教室ほか 

ハロウィンイベント 10/26・10/27 

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 

クリスマスイルミネーション 12/7～12/25 イルミネーション装飾 

ピッピサンタとあそぼう 12/14 ピッピとのゲーム 

お正月クラフト 1/3 クラフト体験など 
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イベント名等 開催期間 内 容 

バレンタインサイコロチャレンジ 2/8～2/14 サイコロゲーム 

ひな壇の前で写真を撮ろう 2/22～2/24 写真撮影 

   

〔各公園共通〕 

イベント名等 開催期間 内 容 

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 
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  イ 施設管理受託事業 

    本協会が約半世紀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、構成員が有

する造園、警備、環境衛生及び催事運営に係る高い技術力と専門知識を活かし、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。 

   （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 403.7ha 397.9ha  

  

 （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、武道館等運動施設の維持管理 

○イ 水生植物園の維持管理 
(188,944千円) 
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 〔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（野鳥の生息調査） 

116,615千円 

(99,711千円) 

  

〔那須野が原公園〕 

内     容 事業費 

○ア 公園内遊具の維持管理 

○イ 風車、はらっぱ、やすらぎの森、花の丘、大池の維持管理 

80,065千円 

(77,565千円) 

 

〔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 

108,463千円 

(105,163千円) 

     

〔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 
(11,618千円) 

     

〔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 

107,979千円 

(101,979千円) 
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   ② 各有料施設の利用促進等及び維持管理事業 

     利用促進及びサービス向上を図るため、ニーズに沿った供用期間を設定するとともに、利

用料金については人件費高騰、施設老朽化対策等として平均数％程度値上げする一方、団体

割引や閑散期割引、利用区分の新設など総合的サービス向上の考え方に基づく設定とする。

また、安全かつ清潔な施設を提供するため日常点検等を実施し、故障等の早期発見、早期修繕

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

   （ア）プール事業 

    〔井頭公園一万人プール〕 

内     容 事業費 

○ア開園期間 7 月 12日（金）～9月 1日（日） 

○イ開園時間 9:00～17:00 

○ウ利用料金 65歳以上    500円（20名以上 400円） 

      高校生・大人 1,300円（ 〃  1,040円） 

      小中学生    500円（ 〃   400円） 

      ３歳以上    200円（ 〃   160円） 

      ※前売 20％割引、コンビニ 10％割引 

      ロッカー    100円/回 

      コインシャワー 100円/回 

㋓その他   

等級に関わらず障害者手帳提示した本人及び介助者１名まで無料 

61,732千円 

 

   （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 休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※県内小中学校の学期間休業期間及び 9

月～11 月における三連休明けの火曜日

は無休 

㋓利用料金 1面当り 

午前 2,900円（通年） 

午後 4,500円（ 3月～9月） 

   3,750円（10月～2月） 

１日 7,400円（ 3月～9月） 

   6,650円（10月～2月） 

㋔県内高校生以下学生割引 

午前 1,450円（通年） 

午後 2,250円（ 3月～9月） 

   1,870円（10月～2月） 

１日 3,700円（ 3月～9月） 

   3,320円（10月～2月） 

14,628千円 
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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 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 休 止 日 毎週火曜日（祝日の場合翌日） 

      ※県内小中学校の学期間休業期間及び９

月～11 月における三連休明けの火曜日

は無休 

○エ利用料金 1面当り 

      午前  920円（通年） 

      午後 1,420円（ 3月～9月） 

         1,180円（10月～2月） 

      １日 2,340円（ 3月～9月） 

         2,100円（10月～2月） 

      ※平日サービス料金（*1） 

      基 本 料 金 （2時間まで） 520円 

      延 長 料 金 （1時間ごと） 260円 

      16時以降開始（1時間ごと） 200 円 

㋔県内高校生以下学生割引 

      午前  460円（通年） 

      午後  710円（ 3月～9月） 

          590円（10月～2月） 

      １日 1,170円（ 3月～9月） 

         1,050円（10月～2月） 

      ※平日サービス料金（*1） 

      基 本 料 金 （2時間まで） 260円 

      延 長 料 金 （1時間ごと） 130円 

      16時以降開始（1時間ごと） 100 円 

(14,628千円) 

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） 

      ※県内小中学校の学期間休業期間及び 9

月～11 月における三連休明けの火曜日

は無休 
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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 

○エ利用料金 １周当り 

      高校生以上  320円 

      小学生以上  160円 

 ※冬季サービス料金（*2） 

      親子セット  360円 

(14,628千円) 

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） 

      ※県内小中学校の学期間休業期間及び 9

月～11 月における三連休明けの火曜日

は無休 

○エ利用料金 １回 30分 

      ペダル式   550円 

オール式   260円 

釣り池 

○ア供 用 日 1月 2 日～12月 28日 

 ※マス池は１月～5月中旬、11月～12月 

○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） 

      ※県内小中学校の学期間休業期間及び９

月～11 月における三連休明けの火曜日

は無休 

○エ利用料金 1人・1日 

      小 池  520円 

      大 池  980円 

      マス池  420円 

（*1）平日サービス 1月2日～1月 5日、8月11日～8月16日、12月 29日～12月30日は除外 

（*2）冬季サービス 12月１日～3月 19 日    
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    〔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 1,000円 

      午後 1,600円 

      １日 2,550円 

      ※平日サービス料金（*2） 

      基本料金（1時間ごと） 300円 

㋔県内高校生以下学生割引 

      午前  500円 

      午後  800円 

      １日 1,270円 

      ※平日サービス料金（*2） 

基本料金（1時間ごと） 150円 8,127千円 

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 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  400円 

      小学生以上  200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  400円 

      小学生以上  200円 

    （*1）繁忙期 1月 7日、3月20日～4月 10日、8月 13日、8月20日、10月 15日 

    （*2）平日サービス 1月 2日～1月 3日、8月13日～8月 16日は除外 
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    〔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     2,200円 

      1人・1年   22,000円 

      ※モノトレイン 

      1人・1日   1,100円 

928千円 

 

   （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  440円（20名以上 350円） 

      小中高生  220円（ 〃    170円） 

      ※冬季サービス料金（*） 

      親子セット 500円 

㋔その他  

 特別展示「青いケシの仲間たち展」や「神秘的に輝く黄金

のサナギツリー（オオゴマダラ黄金の蛹）」を実施 

 等級に関わらず障害者手帳提示した本人及び介助者１名

まで無料 

31,212千円 

    （*）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（*）は無休 

3,462千円 
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教養施設等 内     容 事業費 

展望塔 

○エ利用料金 １人・１回 

      高校生以上  300円（20名以上 240円） 

3歳～中学生 150円（ 〃   120円） 

      望遠鏡    100円/回 

㋔その他 

 田園空間博物館サテライト写真展を実施 

等級に関わらず障害者手帳提示した本人及び介助者１名

まで無料 

（3,462千円） 

    （*）繁忙期 1月 7日、3月20日～4月 10日、8月 13日、8月20日、10月 15日 

     

〔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 550円（20名以上 450円） 

      小中学生  270円（ 〃    220円） 

      研修ホール 1時間 2,100円 

      研修室   950円～4,400円 

72,281千円 

    

 〔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 3月～9月 9:30～17:00 

      10月～2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）は無休 

○エ利用料金 １人・１回 

65 歳以上   200 円（20名以上 160円） 

      高校生以上 250円（ 〃    200 円） 

      小中学生  120円（ 〃    100 円） 

      ※冬季サービス料金（*2） 

      親子セット 300円 

6,087千円 

    （*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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   （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    2,920円（通常期） 

                   3,440円（繁忙期（*1）） 

1,870円（冬季（*2）） 

1,420円（ﾊﾞｲｸ・自転車 1台）                                   

      オートキャンプサイト   5,110円（通常期） 

                   6,050円（繁忙期（*1）） 

3,220円（冬季（*2）） 

キャビン（４人用）    19,240円（通常期） 

                   21,120円（繁忙期（*1）） 

                                     13,580円（冬季（*2））                    

キャビン（８人用）    31,560円（通常期） 

                   34,630円（繁忙期（*1）） 

                                     22,330円（冬季（*2））                    

 デイキャンプ       2,620円（通常期） 

                    3,140円（繁忙期（*1）） 

1,570円（冬季（*2））                     

      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 

㋒その他 

 宿泊者向けにクラフト教室やミニ演奏会を実施 

26,570千円 

    （*1）繁忙期 4月27日～5月 6日、7月 13日～7月 15日、8月10日～8月18日 

    （*2）冬季サービス 12月 1日～12月 28 日、1月 4日～2月 29日 

 

   （オ）フラワートレイン事業 

    〔みかも山公園〕 

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） 

      ※学校春季休業日は無休 

31,898千円 
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内     容 事業費 

○エ利用料金 1人・1日 

 高校生以上 550円（20 名以上 450円） 

      3歳以上  350円（ 〃    250円） 

      ※平日サービス料金（*） 

      高校生以上 350円 

      3歳以上  200円 

㋔その他 

 近隣施設との協働事業（近隣大型商業施設、観光施設とのタイアップ

事業）やおもてなし事業（鯉のぼりの装飾など）を実施 

 障害者手帳提示した本人のみ無料 

（31,898千円） 

     （*）平日サービス 1月 2日～1月 7日、3月20日～4月 7日は除外 

 

   （カ）駐車場事業 

    〔井頭公園〕 

内     容 事業費 

○ア利用期間 7 月 12日（金）～9月 1日（日） 

      ※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   1,570円 

       マイクロバス 1,040円 

       普通自動車   500円 

       オートバイ     200円 

6,495千円 

 

    〔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 

㋓利用料金 1台・2 時間まで 

      大型バス  1,100円 

      普通自動車  250円（２時間を超え１時間ごとに 100円） 

      オートバイ    100円 

6,342千円 
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   （キ）利用者数及び収入見込 

    

平成31(2019)年度
利用者見込(人)

平成30(2018)年度
利用者実績見込(人)

増減(人)
平成31(2019)年度事業

収入見込額(千円)

井頭公園 212,760 207,080 5,680 163,088

運動広場 (97回) (101回) (▲4回) 354

野球場 (59回) (67回) (▲8回) 239

テニスコート (3,040回) (2,861回) (179回) 3,215

一万人プール 160,000 157,681 2,319 121,944

プールロッカー (34,810回) (39,555回) (▲4,745回) 3,481

ロッカー（プール外） (1,204回) (1,104回) (100回) 24

フィールドアスレチック 24,050 22,351 1,699 4,181

ボート (6,770隻) (6,323隻) (447隻) 2,458

釣り池 11,910 11,381 529 6,148

花ちょう遊館 16,800 15,667 1,133 4,202

駐車場 (36,740台) (34,362台) (2,378台) 16,820

コインシャワー (89回) (90回) (▲1回) 9

コインシャワー（プール外） (128回) (94回) (34回) 13

45,716 45,641 75 40,836

テニスコート (2,845回) (2,685回) (160回) 2,507

フィールドアスレチック 16,880 18,113 ▲ 1,233 4,476

ロッカー (1,250回) (1,120回) (130回) 25

そり遊び 7,200 7,340 ▲ 140 1,844

展望塔 4,840 4,778 62 931

オートキャンプ場 16,796 15,410 1,386 31,053

61,664 58,664 3,000 25,422

ハング・パラグライダー 20 24 ▲ 4 400

モノトレイン 144 140 4 158

フラワートレイン 61,500 58,500 3,000 24,864

115,180 106,635 8,545 61,684

御用邸本邸等 115,180 106,635 8,545 52,308

研修室 (194回) (177回) (17回) 645

駐車場 (26,450台) (22,670台) (3,780台) 8,731

47,800 42,500 5,300 5,970

ふしぎの船 47,800 42,500 5,300 5,970

483,120 460,520 22,600 297,000合　　計

施設名

那須野が原公園

みかも山公園

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 

     体験学習施設として整備された香楽亭（みかも山公園）及びなかよし農園（とちぎわんぱく

公園）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 

「ハーブ料理教室」、「ボタニカルアート展」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 33回、定員 各回 20名、展示 4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） 

1,971千円 

     

〔とちぎわんぱく公園〕 

内     容 事業費 

「ジャガイモの植え付け」、「カヌー体験教室」、「うぐいす笛をつくろう」

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 160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） 

21,943千円 

    ※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、各公園のＨＰ、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。 

   ① 通年事業：事業費 5,050千円 

     都市緑化意識の普及、啓発を図るため、本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。 
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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） 

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。 

 

   ② 都市緑化月間事業：事業費 4,759千円 

     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 2019」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 

      平成 31(2019)年 10月 12日（土）から 10月 14日（月）までの３日間 

   （イ）開催公園 

      とちぎわんぱく公園、井頭公園、那須野が原公園、みかも山公園 

   （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 

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） 

      ※みかも山公園は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 

「撮影ガイド 公園のバラを撮る」「チョウが来る花を育てよう」、

「籐工芸を体験しましょう」など 

実施予定回数 31回、定員 延べ 550名 

受講料 材料費、保険料等実費負担となる場合あり 

那須野が原公園 

「木のスプーンづくり」、「盆栽Ｑ＆Ａ教室」、「苔テラリウムづく

り」、「アジサイの剪定」など 

実施予定回数 27回、定員 延べ 580名 

受講料 材料費、保険料等実費負担となる場合あり 

みかも山公園 

「これから始める家庭菜園」、「木を観て歩こうみかも山」、「みかも

山初級バードウォッチング」など 

実施予定回数 39回、定員 延べ 600名 

受講料 材料費、保険料等実費負担となる場合あり 

 

③ 展示・催し等 

公園名 内     容 

井頭公園 

「バラに魅せられて・アート押し花展」、「多肉植物とサボテンの展

示会」、「井頭公園・花ちょう遊館の生き物たち写真展」など 

実施予定回数 46回 
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公園名 内     容 

那須野が原公園 

「押し花展」、「水が拓く緑の夢空間那須野絵画展」、「みんなのつる

し飾り展」、「那須野が原名品盆栽展」など 

実施予定回数 49回 

みかも山公園 

「みかも山に見られる万葉植物写真展」、「みかも山四季の花写真

展」、「みかも山の薬草写真展」など 

実施予定回数 38回 

    

④事業費 

     井頭公園   13,688千円 ・ 那須野が原公園   9,212千円 

     みかも山公園 8,419千円 

 

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。また、新た

にトランポリンやキッチンカーを導入しサービスの向上を図る。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） 

      ※県内小中学校の学期間休業期間及び 9～

11月における三連休明けの火曜日は無休 

○エ利用料金 

  貸自転車   1回・2時間 

         高校生以上 480円（超過 240円/h） 

         中学生以下 300円（超過 150円/h） 

12,343千円 

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） 

      7月第 1月曜日～9月上旬、11月中旬～3月

中旬の平日 



- 28 - 
 

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 

 

      ※県内小中学校の学期間休業期間及び 9～

11月における三連休明けの火曜日は無休 

○エ利用料金 

 変り種自転車 1回・1時間 

         高校生以上 320円（超過 320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 480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～300円 

(12,343千円) 

空気膜遊具 

トランポリン 

○ア供 用 日  

1 月 2 日～6 月下旬、9 月中旬～12 月 28 日の土日祝日

及び県内小中学校の学期間休業期間 

○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  空気膜遊具  １回 300円 

       トランポリン １回 300円～500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  

○エ利用料金 

 貸自転車    1回・2時間 

         高校生以上 500円（超過 250円/h） 

         中学生以下 400円（超過 200円/h） 

 バッテリーカー 1回 100円 

3,177千円 

 

〔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） 

      ※学校春季休業日は無休 

○エ利用料金 1回 200円 

928千円 
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遊戯施設等 内     容 事業費 

空気膜遊具 

○ア供 用 日 4月・5月・3月等繁忙期の土日祝日 

○イ供用時間 9:00～16:30 

○ウ利用料金 １回 200円 

（928千円） 

    

〔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 

県内小中学校の学期間休業期間等 

○イ供用時間 

 空気膜遊具等    3月～10月 9:30～16:30  

          11月～ 2月 9:45～15:45 

 わんぱくトレイン  4月～ 9月 9:20～16:20 

10月～ 3月 9:40～16:00 

○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 

  ぱなぱな      ３分 200円 

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） 

19,011千円 

ミニトレイン 

バッテリーカー 

○ア供 用 日  通年 ※ミニトレインはこどもの城休館

日を除く 

○イ供用時間  

ミニトレイン   3月～9月 9:30～17:00 

        10月～2月 9:30～16:30  

バッテリーカー  3月～9月 9:30～16:30 

        10月～2月 9:30～16:00 

○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 

  （*）キッズボート及びウォーターバルーンは 3月～11月 
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  イ 利用者数及び収入見込 

    

平成31(2019)年度
利用者見込(人)

平成30(2018)年度
利用者実績見込(人)

増減(人)
平成31(2019)年度事業

収入予算額(千円)

井頭公園 43,536 42,389 1,147 14,180

貸自転車 21,380 21,381 ▲ 1 8,831

変り種自転車 12,530 12,502 28 2,863

バッテリーカー 3,668 3,668 0 367

パターゴルフ 2,420 2,434 ▲ 14 969

小型遊具・空気膜遊具等 3,538 2,404 1,134 1,150

26,800 26,530 270 6,476

貸自転車 10,600 10,134 466 4,856

バッテリーカー 16,200 16,396 ▲ 196 1,620

6,550 6,246 304 1,310

バッテリーカー 5,500 5,124 376 1,100

空気膜遊具 1,050 1,122 ▲ 72 210

とちぎわんぱく公園 152,020 140,337 11,683 21,274

スライダー 12,000 11,445 555 3,600

キッズボート 7,000 5,804 1,196 2,320

ウォーターバルーン 4,500 3,861 639 2,835

ぱなぱな 5,000 4,311 689 1,000

ミニトレイン 6,750 3,415 3,335 1,350

バッテリーカー 29,000 27,627 1,373 2,900

わんぱくトレイン 87,770 83,874 3,896 7,269

228,906 215,502 13,404 43,240

施設名

那須野が原公園

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31(2019)年度
見込

平成30(2018)年度
実績見込

増　減

73,789,000円 73,352,000円 437,000円

直営販売収入 55,720,000円 55,707,000円 13,000円

直営自販機収入 4,404,000円 4,609,000円 ▲ 205,000円

直営諸収入 96,000円 95,000円 1,000円

委託販売収入 110,000円 122,000円 ▲ 12,000円

委託自販機収入 13,459,000円 12,819,000円 640,000円

32,603,000円 30,540,000円 2,063,000円

直営販売収入 1,748,000円 1,910,000円 ▲ 162,000円

直営自販機収入 2,275,000円 2,186,000円 89,000円

直営諸収入 1,940,000円 1,507,000円 433,000円

委託販売収入 21,700,000円 20,377,000円 1,323,000円

委託自販機収入 4,940,000円 4,560,000円 380,000円

12,829,000円 12,824,750円 4,250円

直営販売収入 6,833,000円 6,790,000円 43,000円

直営自販機収入 1,385,000円 1,361,000円 24,000円

直営諸収入 441,000円 451,000円 ▲ 10,000円

委託販売収入 1,670,000円 1,674,750円 ▲ 4,750円

委託自販機収入 2,500,000円 2,548,000円 ▲ 48,000円

19,660,000円 17,617,000円 2,043,000円

直営販売収入 16,110,000円 14,855,000円 1,255,000円

委託自販機収入 3,550,000円 2,762,000円 788,000円

33,175,000円 32,933,000円 242,000円

直営販売収入 31,587,000円 31,607,000円 ▲ 20,000円

委託販売収入 1,262,000円 998,000円 264,000円

委託自販機収入 326,000円 328,000円 ▲ 2,000円

30,595,000円 26,512,000円 4,083,000円

直営販売収入 24,590,000円 21,954,000円 2,636,000円

直営諸収入 21,000円 17,000円 4,000円

委託販売収入 364,000円 2,000円 362,000円

委託自販機収入 5,620,000円 4,539,000円 1,081,000円

202,651,000円 193,778,750円 8,872,250円

とちぎわんぱく公園

合　　　計

日光田母沢御用邸記念公園

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。 


