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事業計画書 
（平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで） 

 

Ⅰ基本計画  

  平成２４年度は、指定管理者としての使命により、一層の市民サービスの向上と効率的運
営を充実させるため、特に各管理施設の連携を深めた事業に取り組むとともに、公益財団

法人として地域と有機的に連携しながら観光の振興、スポーツの振興、畜産の振興及び都

市緑化の推進を図り、広く地域社会の健全な発展と潤いのあるまちづくりに寄与することを

基本とする。 

 

Ⅱ事業計画  

１ 観光の振興に関する事業 

郡山市及び周辺地域の観光資源を積極的にＰＲし、周遊観光の拠点としての磐梯熱海温泉

と大規模コンベンション施設（郡山ユラックス熱海）を活用しながら観光誘客事業を展開すること

により、交流人口と市民交流の拡大を推進し、地域活性化と潤いのあるまちづくりに寄与するた

め、次に掲げる事業を実施する。 

 

（１） 観光案内事業 

① 実施場所 郡山市観光案内所（JR郡山駅構内） 

         通年 午前 9時から午後 5時 30分まで 

② 事業内容 

ア 観光・宿泊施設案内 

主にＪＲを利用して郡山市を訪れた方々に対し、観光案内やコンベンション施設の案内

等を行い、利便性の向上と観光資源のＰＲを行うとともに、イベント情報をまとめた「案内所

だより」を毎月発行し、案内所で配布するほか、公社のウェブサイトに掲載する。 

イ 訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）の案内所（Ｖ案内所）の運営 

独立行政法人国際観光振興機構から郡山市で唯一「Ｖ」案内所の指定を受け、外国人

に対し、観光案内や情報提供を行う。 

       

（２） 地域連携を核とした観光交流推進事業 

① 実施場所 郡山ユラックス熱海（磐梯熱海温泉） 

② 事業内容 

ア 地域連携による集客力向上、利用促進 

(ｱ) 磐梯熱海温泉旅館・ホテルの利用促進 

ａ サマーキャンペーン 
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【時期】   平成24年7月21月から平成24年8月31日まで 

【内容】   磐梯熱海温泉旅館・ホテル利用の付加価値をつけることにより、地域への

誘客を促進し、もって交流人口の拡大を図るため、夏休みの多くの観光客が

見込める時期に、磐梯熱海温泉旅館・ホテル宿泊者に対して温水プールの

無料招待券を進呈する。 

ｂ オータムキャンペーン 

【時期】   平成24年10月1月から平成24年11月30日まで 

【内容】   磐梯熱海温泉旅館・ホテル利用の付加価値をつけることにより、地域への

誘客を促進し、もって交流人口の拡大を図るため、紅葉シーズン等の行楽客

が見込める時期に、磐梯熱海温泉旅館・ホテル宿泊者に対して温水プール

の無料招待券を進呈する 

ｃ 各種大会、スポーツ合宿等の誘致活動 

郡山ユラックス熱海のコンベンション機能やスポーツ施設としての機能と、磐梯熱

海温泉の宿泊機能を組み合わせることにより、各種大会やスポーツ合宿等の利便

性、快適性等のメリットを活かし、誘致活動を実施する。 

平成24年度は、この誘致活動に併せて、首都圏等において原子力発電所事故

をどのようにとらえているかなどの市場調査を行うため、観光需要アンケートを実施

する。 

 

(ｲ) 地元飲食店等利用促進事業 

【時期】   平成24年4月から平成25年3月まで 

【内容】   地元飲食店等利用の付加価値をつけることにより、飲食店等の利用促進を

図るため、飲食店等の利用者に対して健康温泉、温水プールの減免措置を

行う 

 

イ 観光交流推進 

集客力の見込める郡山ユラックス熱海を周辺地域の観光資源活用につながるきっかけ

づくりとして積極的に活用することで、交流人口の拡大を図る。 

(ｱ) 季節イベントの実施 

ａ ユラックスまつり － 「屋外活動制限の子供たちに元気と勇気を！」 

【時期】   平成24年6月 

【内容】 ・多目的ホール、温水プール無料開放 

 ・ふわふわ遊具 
 ・石筵ふれあい牧場移動動物園  他 

ｂ ユラックス縁日 

【時期】   平成24年8月 

【内容】 ・地元物産品の販売 

 ・磐梯熱海温泉観光ＰＲ 
 ・温水プール無料開放 

 ・縁日コーナー（輪投げ・くじ引き・スーパーボールすくい・射的等）  他 

ｃ 観光名勝地親子日帰りバスツアー － 「こおりやまってすてきなところ」 
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【時期】   平成24年9月 

【内容】 ・猪苗代湖、安積疏水等の見学 

  ・郡山石筵ふれあい牧場のフリーパス券 
 ・磐梯熱海での昼食 

 ・郡山ユラックス熱海健康温泉入浴 
 ・磐梯熱海の特産品（ぶどう・梨）プレゼント 

ｄ ユラックス感謝の日 

【時期】   平成24年10月 

【内容】   多目的ホール、温水プール無料開放 

ｅ 季節の湯・香り湯 

【時期】   毎月第４日曜日  

【内容】   ゆず湯、ラベンダー湯、菖蒲湯 他 

ｆ 健康相談 － 財団法人郡山市健康振興財団連携 

【時期】   平成 24年 5月・7月・9月・11月   

【内容】   施設利用者に対する血圧測定・体脂肪率測定等の健康管理相談 

【相談料】 無料 

 

(ｲ) 郡山ユラックス熱海の集客力を活用 

ａ 市内小学校新入生無料招待 

【時期】   平成24年4月6日 

【内容】   健康温泉、温水プール無料招待券進呈 

ｂ 健康温泉、温水プールの管理運営 

施設名 期間 備    考 

健康温泉 
4月～3月 

9時～21時 
全身湯・露天風呂・サウナ・打たせ湯 他 

温水プール 
4月～3月 

9時30分～20時30分 

日本水泳連盟公認25mプール(7コース) 

幼児用プール 

 

(ｳ) 日水連公認温水プールの活用 

ａ 初心者水泳教室（一般向け：講師 郡山市水泳協会） 

【時期】   平成24年5月 

【内容】   うでかき、バタ足、呼吸法の習得、クロール 25ｍ完泳 

【対象】   一般 

【受講料】 無料 

ｂ こども水泳教室（小学生向け：講師 郡山市水泳協会） 

【時期】   平成25年3月 

【内容】   水に慣れ、ビート板で楽しく泳ぐ 

【対象】   小学校低学年 
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【受講料】 無料 

ｃ 水泳合宿、水泳大会等の誘致活動 

【時期】   適時 

【内容】   日本水泳連盟等へのダイレクトメールの実施 

 

ウ 観光需要に関する調査 

観光ニーズの調査分析を行い、得られた成果品を行政機関及び観光団体等へ幅広く提

供し、今後の観光事業立案等に活用する。 

(ｱ) 観光客アンケート 

市内各観光協会、コンベンション施設等に協力を依頼し、アンケートを実施する。 

平成24年度は、原子力発電所事故により、観光客の減少が予想され、成果をあげるこ

とが困難であるため、首都圏等へのダイレクトメールに併せて実施する。 

 

エ 情報発信 

(ｱ) ダイレクトメールによるＰＲ及び広告 

【時期】   平成24年9月 

【内容】   スキーシーズン及び次年度に向けた地域への誘客を図るため、磐梯熱海
温泉案内パンフレット及び周辺観光案内パンフレット、施設案内パンフレット

によるダイレクトメールを実施する 

【送付先】 首都圏等旅行代理店 他 

 

(ｲ) 出前足湯の実施 

【時期】  ・平成24年6月    「元気応援・郡山わくわくフェスタ」 

      ・平成 24年 10月 「郡山の農業・観光物産展」 
      ・平成 24年 11月 「郡山中町夢通り ウインターフェスティバル」 

       ・平成 24年 12月 「つるりんこ祭」 
【内容】   磐梯熱海温泉をＰＲし、地域への誘客を図るため、市内イベント等に磐梯

熱海温泉の源泉を使用した出前足湯を出展する 
【利用料】 無料 

 

(ｳ) 全国規模のコンベンション展示会への出展 

・平成24年12月 「国際ミーティング・エキスポ」 

 

(ｴ) ウェブサイト活用による情報発信 

 

オ コンベンション施設の運営 

施設名 収容人数 面 積 備    考 

多目的ホール 3,000人 
1階 1,200㎡ 

2階 520㎡ 

大会・展示会 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・卓球等 

大会議室 300人 464㎡ スクール形式 
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第 1小会議室 21人 33㎡ スクール形式 

第 2小会議室 33人 49㎡ スクール形式 

第 3小会議室 45人 73㎡ スクール形式 

第 4小会議室 45人 118㎡ スクール形式 

特別会議室 14人 52㎡ 円卓 

  （３） 利用者付加サービス事業（収益事業） 

① 実施場所 郡山ユラックス熱海 

② 事業内容 

   家族連れまたは健康温泉利用者の利便性向上による、施設利用者の拡大を図り、もっ

て、地域の観光に寄与するため、マッサージ機等を設置する 
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２ スポーツの振興に関する事業 

市民の健康増進及び教育・スポーツの振興並びにスポーツ観光誘致を図ることにより、交流人

口の拡大を促進し、地域活性化と潤いのあるまちづくりに寄与するため、次の事業を実施する。 

 

（１） 磐梯熱海アイスアリーナにおけるスポーツ振興事業 

① 実施場所 磐梯熱海アイスアリーナ 

② 事業内容 

ア スポーツの普及啓発 

アイススケート競技ができる県内唯一の屋内スケート場として、各種競技会や試合等に

施設を提供し、冬季スポーツ競技の普及啓発を図る。 

また、市民の健康増進及び生涯スポーツ社会の形成に寄与する。 

(ｱ) 磐梯熱海アイスアリーナの運営 

営業時期 期間 内容 

夏期シーズン 5月～9月 テニス･バドミントン・展示会 他 

冬期シーズン 11月～3月 アイススケート・カーリング 他 

 

(ｲ) 初心者テニス教室（一般向け：講師 郡山テニス協会） 

【時期】   平成24年6月 (5日間) 

【内容】   ラケットの正しい握り方、サーブ･ボレーの打ち方 他 

【対象】   一般 

【受講料】 無料 

 

(ｳ) 初心者スケート教室（講師 スケート経験を持つ公社職員） 

【時期】   平成25年2月  

【内容】   スケート靴で歩く、滑る、止まるなど基礎動作 他 

【対象】   小学生以上 

【受講料】 無料 

 

(ｴ) 学校完全週休2日制に伴う施設の無料開放 

【時期】   冬期シーズンの毎週土曜日午前9時から正午まで 

【内容】   スポーツの振興及び児童の健全な育成を図るため、幼稚園、小学校、中学

校児童生徒及び保護者に対し､施設を無償提供する 

 

(ｵ) スポーツ大会誘致活動 

【時期】   平成24年6月 

【内容】   福島県内外のスポーツ団体へのダイレクトメールの実施 
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(ｶ) 市内小学校新入生無料招待 

【時期】   平成24年4月6日（利用期間 平成24年11月～平成25年3月） 

【内容】   冬期アイススケート無料滑走券進呈 

 

イ スポーツ観光の推進 

(ｱ) スポーツ合宿・大会関係宿泊者への磐梯熱海温泉利用促進 

スポーツ施設としての機能と、磐梯熱海温泉の宿泊機能を組み合わせることにより、各 

種大会やスポーツ合宿等の利便性、快適性等のメリットを活かし、誘致活動を実施する。 

平成24年度は、この誘致活動に併せて、首都圏等において原子力発電所事故をどの

ようにとらえているかなどの市場調査を行うため、観光需要アンケートを実施する。 

 

(ｲ) 磐梯熱海温泉旅館・ホテル利用促進 

ａ 磐梯熱海温泉に泊まってスケートを楽しもう！キャンペーン 

【時期】   平成24年11月1月から平成25年3月31日まで 

【内容】   磐梯熱海温泉旅館・ホテル利用の付加価値をつけることにより、地域への

誘客を促進し、もって交流人口の拡大を図るため、ウインタースポーツシーズ

ンの磐梯熱海温泉旅館・ホテル宿泊者に対し、磐梯熱海アイスアリーナの冬

期滑走料無料券を進呈する 

 

(ｳ) 冬期再オープンイベント 

【時期】   平成24年11月 

【内容】 ・模範演技（県スケート連盟所属フィギュア選手） 

  

(ｴ) ウインターフェスタ － つるりんこ祭連携事業 

【時期】   平成24年12月 

【内容】   ・風船、菓子無料プレゼント 

          ・滑走料無料 

 

ウ 情報発信 

(ｱ) ダイレクトメールによるＰＲ及び広告 

【時期】   平成24年9月 

【内容】   市内外からのスポーツによる観光誘客を推進するため、当施設の案内と併

せて、地元磐梯熱海温泉旅館・ホテル及び観光地等の案内パンフレットを同
封し、ダイレクトメールを実施する 

【送付先】  市内外スポーツ団体、首都圏等旅行代理店 他 

 

(ｲ) ウェブサイト活用による情報発信 
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（２） 磐梯熱海スポーツパークにおけるスポーツ振興事業 

① 実施場所 磐梯熱海スポーツパーク  

② 事業内容 

ア スポーツの普及啓発 

冬季スポーツ競技の普及啓発を図るため、郡山スケート場においては、スピードスケート

公式４００ｍリンクを備えた福島県内唯一の屋外スケート場として、競技大会等に施設を提

供するとともにスポーツ団体に対し積極的な誘致活動を行なう。また、市民の健康増進及

び市民交流を図るため、多目的グランド、体育館及び熱海サッカー場を、年間を通じ無休

で貸与するなど、利用に供する機会を広く提供する。 

(ｱ) 磐梯熱海スポーツパークの運営 

施設名 面積 期間 備考 

体育館 1,116㎡ 4月～3月 フットサル、バレーボール、バドミントン 他 

多目的グランド 9,310㎡ 4月～3月 野球、ソフトボール、ゲートボール 他 

サッカー場 7,250㎡ 4月～3月 サッカー、ラグビー 他 

スケート場 
384.18m 

×15m 

4月～10月 平成25年冬季国体開催のための施設改修期間 

12月～2月 スピードスケート 

 

(ｲ) 学校完全週休2日制に伴う施設の無料開放（通年：体育館、冬期：郡山スケート場） 

【時期】   毎週土曜日午前9時から正午まで 

【内容】   スポーツの振興及び児童の健全な育成を図るため、幼稚園、小学校、中学

校児童生徒等に対し､施設を無償提供する 

 

(ｳ) スポーツ大会誘致事業 

【時期】   平成24年6月 

【内容】   福島県内外のスポーツ団体へのダイレクトメールの実施 

 

(ｴ) 市内小学校新入生無料招待 

【時期】   平成24年4月6日（利用期間 平成24年12月～平成25年2月） 

【内容】   冬期アイススケート無料滑走券進呈 

 

(ｵ) サッカー教室（小中学生向け：講師 専門指導員） 

【時期】   平成24年10月 

【内容】   ドリブル、パス、シュートの基礎的練習方法 他 
【対象】   小中学生 50名 

【受講料】 無料 
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イ スポーツ観光の推進 

(ｱ) スポーツ合宿・大会関係宿泊者への磐梯熱海温泉利用促進 

スポーツ施設としての機能と、磐梯熱海温泉の宿泊機能を組み合わせることにより、各

種大会やスポーツ合宿等の利便性、快適性等のメリットを活かし、誘致活動を実施する。 

平成24年度は、この誘致活動に併せて、首都圏等において原子力発電所事故をどの

ようにとらえているかなどの市場調査を行うため、観光需要アンケートを実施する。 

 

(ｲ) 磐梯熱海温泉旅館・ホテル利用促進 

ａ 磐梯熱海温泉に泊まってスケートを楽しもう！キャンペーン 

【時期】   平成24年12月1月から平成25年2月28日まで 

【内容】   磐梯熱海温泉旅館・ホテル利用の付加価値をつけることにより、地域への

誘客を促進し、交流人口の拡大を図るため、ウインタースポーツシーズンの磐

梯熱海温泉旅館・ホテル宿泊者に対し、磐梯熱海スポーツパーク郡山スケー

ト場の冬期滑走料無料券を進呈する 

 

(ｳ) スケートの日 

【時期】   平成25年2月 

【内容】  ・氷上ボウリング 

     ・お菓子プレゼント 

          ・滑走料無料 

 

(ｴ) ウインターフェスタ － つるりんこ祭連携協賛 

【時期】   平成24年12月 

【内容】  ・出前足湯 

      ・ホット牛乳プレゼント 

          ・滑走料無料 

 

ウ 情報発信 

(ｱ) ダイレクトメールによるＰＲ及び広告 

【時期】   平成24年9月 

【内容】   市内外からのスポーツによる観光誘客を推進するため、当施設の案内と併
せて、地元磐梯熱海温泉旅館・ホテル及び観光地等の案内パンフレットを同

封し、ダイレクトメールを実施する 

【送付先】 市内外スポーツ団体、首都圏等旅行代理店 他 

 

(ｲ) ウェブサイト活用による情報発信 
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３ 畜産の振興に関する事業   

畜産を通じた潤いのある環境の形成により、市民に憩いとふれあいの場を提供し、福祉の向

上と地域の活性化に寄与するとともに、畜産技術の調査研究を行い、研究成果を地域に還元す

ることで地域畜産の振興を図るため、次の事業を実施する。 

  

（１） 観光牧場による憩いとふれあいの場の提供 

① 実施場所 郡山石筵ふれあい牧場 

② 事業内容 

ア 小動物とのふれあい事業 

(ｱ) ふれあい動物園 

馬、ポニー、ロバ、緬山羊、うさぎ、アヒル、ガチョウ、日本鶏、クジャク、モルモット等小動

物とのふれあいの場の提供 

 

(ｲ) 移動動物園 

市内幼稚園、老人ホーム等へ出前サービスを実施する。 

 

イ 畜産体験事業 

(ｱ) 牛の乳搾り体験 

【時期】    （一般）営業期間中の毎月2回（第2、第4日曜日） 

 （団体）随時 

【参加料】  （一般）無料 

 （団体）1回 2,000円 

 

(ｲ) バター作り体験 

【時期】    （一般）営業期間中の毎月2回（第1、第3日曜日） 

 （団体）随時 

【参加料】  （一般、団体）1人あたり 200円（材料費等） 

 

(ｳ) フリース教室への講師派遣等 

畜産を身近に体験してもらえるよう、公民館等が主催するフリース教室に講師を無償で

派遣するとともに、郡山石筵ふれあい牧場の羊の毛を、実費相当以下で提供している。 

 

ウ 憩いとふれあい事業 

 (ｱ) 再オープンイベント 

【時期】   平成24年4月 

【内容】   入場無料、とん汁の無料配布、オリジナルアイスキャンディー先着200名に

プレゼント、牧場オリジナルメモ帳入場者全員にプレゼント 
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(ｲ) 夏休みこども魚つかみ体験  

【時期】   平成24年7月 

【内容】   施設内のじゃぶじゃぶ川に放流したニジマスを手で捕まえる 

（※平成24年度は、原子力発電所事故による放射線量等の状況によって

は、体験内容を変更して実施する。（羊の毛刈り・実演体験、牛の乳搾り

体験等）） 

【参加料】 500円（材料費等） 

 

(ｳ) 牧場まつり 

【時期】   平成24年10月 

【内容】   ジャンボカボチャ重量当て大会、牛乳早飲み大会 他 

 

(ｴ) 牧場感謝祭 

【時期】   平成24年11月 

【内容】   とん汁無料配布、バター作り体験、乳搾り体験 他 

 

エ 情報発信 

(ｱ) ダイレクトメールによるＰＲ及び広告 

【時期】   平成24年12月から平成25年3月 

【内容】   児童及び園児等の体験学習、情操教育の場として適切な、自然や動物と

のふれあいから命の尊さを学ぶことができる当施設の特性を広く周知するた
め、小学校等に対して、ダイレクトメールを実施する 

【送付先】 小学校、幼稚園 他 

 

(ｲ) ウェブサイト活用による情報発信 
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（２）畜産調査研究事業 

① 実施場所 郡山石筵ふれあい牧場 

② 事業内容 

ア 畜産農家支援事業 

畜産農家の高齢化が進む中で、飼養管理の労力及び費用の軽減を図り、地域畜産農

家の経営安定化に寄与するため、実費相当額で乳牛を預かり、当公社の専門職員が適正

な飼養管理を行い、骨格の丈夫な健康な牛を育成する。 

また、畜産技術の提供や情報共有ネットワークを形成することにより、畜産農家への支

援を行う。 

 

イ 優良仔畜生産、性選別出産調査研究事業 

酪農家の経営に求められる生産性の向上を図るため、生乳の品質向上及び雌子牛の

誕生率向上の調査研究を行う。 

研究事業の成果については、地域酪農家はもとより県内外の畜産関係者等へ提供する

ため、報告書を作成し、ウェブサイトで情報公開するほか、酪農家等と対面式での情報提

供や技術相談会等を行う。 

なお、本研究事業において発生する優良子畜受胎雌牛は、研究として生産しているた

め、通常の商業ベースでの販売は行わず、研究に無償で協力する意思のある酪農家に抽

選方式により原価で譲渡する。 

 

ウ 高品質生乳生産研究事業 

高品質の生乳を生産するために重要な、良質な粗飼料（牧草等）を生産するため、土壌

の分析調査を行うほか、飼料給与割合を工夫し、乳成分及び乳量を分析しながら、生乳生

産の調査研究を行い、調査研究結果は、ウェブサイト等で広く情報公開する。 

（※平成24年度は、牧草地の除染作業状況等を経過観察しながら実施予定） 
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（３） 畜産加工品製造販売等事業（収益事業） 

① 実施場所 郡山石筵ふれあい牧場 

② 事業内容 

   郡山石筵ふれあい牧場で生産した生乳の加工品等を製造販売することにより、利用者

のサービス向上及び、畜産加工品の普及を図り、もって、地域畜産の振興に寄与するため、

畜産加工品の製造販売を行う 

ア 乳加工品の製造販売 

・アイスクリーム、ソフトクリーム等の製造販売 

イ バーベキューの販売 

  ・ラム肉、牛肉、豚肉等の販売 

ウ 羊肉加工品の販売 

  ・ウインナー、牧場産ラム肉の販売 

エ バター作り体験 

  ・1人あたり 200円で実施 

オ 自動販売機の設置 

カ 雄仔牛等の販売 

  ・乳用牛の雄仔牛等をセリ市場において販売 
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４ 都市緑化及び地域活性化に関する事業 

都市緑化を通じた潤いのある地域環境の形成により、市民に憩いとふれあいの場を提供し、

福祉の向上と地域の活性化に寄与するとともに、緑化体験を通じて自然の大切さを学ぶことや総

合公園を利用する中で、親子間等のふれあいの場を提供することで、青少年の健全な育成を図

ることなどを目的として、次の事業を実施する。 

 

（１）青少年健全育成を核とした公園体験交流事業 

① 実施場所 郡山カルチャーパーク 

② 事業内容 

ア 緑化体験及び交流の推進 

広大な敷地とそこに生育する草花や緑を生かした子供からお年寄りまで楽しめる独自のイ

ベントを企画立案し、実際に肌で自然と身近にふれあう体験を通して緑化の推進を図るとと

もに、児童並びに青少年の健全な心身の育成と市民交流の拡大を図るため、ドリームランド、

プールを運営する。 

(ｱ) 市内小学校新入生無料招待 

【時期】   平成24年4月6日 

【内容】   ドリームランド遊戯施設、プール無料招待券進呈 

 

(ｲ) 親子体験教室 

【時期】   平成24年4月から平成25年3月まで 

【内容】   物つくり体験教室(木工・陶芸等)、大型絵本読み聞かせ、軽運動 他 

【参加料】 無料～1,000円（材料費等） 

 

(ｳ) 園芸教室 

【時期】   平成24年4月から平成25年3月まで 

【内容】   季節の花の寄せ植え 他 

【参加料】 1,000円（材料費等） 

 

(ｴ)ドリームランド季節イベント 

【時期】   ゴールデンウィーク期間、夏休み期間、秋の行楽シーズン 

【内容】   ビンゴ大会、ジャンボダーツ、SHOWTIME 他 

【料金】 無料～200円 

 

(ｵ) ドリームランド感謝祭 

【時期】   平成24年11月 

【内容】   ビンゴ大会、ジャンボダーツ、SHOWTIME、バクダン菓子無料配布 他 

【料金】 無料～200円 
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(ｶ) ドリームランド再オープン 

【時期】   平成25年3月 

【内容】   式典、ビンゴ大会、ジャンボダーツ、着ぐるみ 他 

【料金】 無料～200円 

 

(ｷ) ドリームランドフリーパス発行 

【時期】 （一般） 4月～10月の期間で月2回程度 

     （団体） 随時 （幼稚園、学校行事、スポーツ少年団、子供会等） 

【内容】   遊戯施設一日乗り放題（購入日限り） 

【利用料】  （一般） 大人1,200円 小中学生1,000円 未就学児700円 

        （団体） 大人1,000円 小中学生800円 未就学児500円 

 

(ｸ) ドリームランド営業時間延長 

【時期】   ゴールデンウィーク期間、夏休み期間の土・日曜日、8月14日 

【内容】   ゴールデンウィーク期間、夏休み期間の土・日曜日 営業時間30分延長 

 8月14日 営業時間4時間30分延長（夜間営業） 

 

(ｹ) アリーナイベント － 円形卓球台等で楽しく遊ぼう 

【時期】   平成24年6月・11月・12月 

【内容】   アリーナ無料開放 

 

(ｺ) 映画上映会 

【内容】   子供映画上映会（子供向けアニメ等)  毎月2回 

       パブリックシアター（世界の名画） 毎月1回 

       環境映画（環境問題啓発） 平成24年6月 

【参加料】 無料 

 

(ｻ) プール再オープン 

【時期】   平成24年7月 

【内容】   式典、模範演技（市内水泳連盟選手） 他 

 

(ｼ) 水泳教室（小学生向け：講師 専門指導員） 

【時期】   平成24年7月、8月（計3回） 

【内容】   小学校低学年の初心者を対象とした水泳教室 

【対象】   小学校低学年 

【受講料】 無料 

 

(ｽ) 草花配付 

【時期】   適時 

【内容】   地域緑化の推進及び緑化啓発の一環として、近隣施設へ季節の草花を無

償で配付 
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(ｾ) カルチャーパーク探検隊 

【時期】   平成24年5月、9月 

【内容】  丸太切り、球根堀等体験と共に、指定する花、木を園内から見つけだし、

その特徴等を学びながら緑化に親しむ。参加者には草花の無償プレゼント 

【参加料】 無料 

 

(ｿ) ドリームランド、プールの運営 

施設名 期 間 備   考 

ドリームランド 
4月1日～11月30日 

3月16日～3月31日 

全12機種 

（ｼﾞｪｯﾄｺｰｽﾀｰ、観覧車､ﾒﾘｰｺﾞｰﾗﾝﾄﾞ 他） 

プール 7月初旬～8月31日 
50ｍプール、25ｍプール、流水プール、飛び込

みプール、幼児プール 

 

イ 情報発信 

(ｱ) ダイレクトメールによるＰＲ及び広告 

【時期】   適時 

【内容】   児童及び園児等の体験学習、情操教育の場、親子間のふれあいの場とし

て適切な、自然と遊戯施設を併せ持つ総合公園である当施設の特性を広く
周知するため、小学校等に対して、ダイレクトメールを実施する 

【送付先】 小学校、幼稚園 他 

 

(ｲ) ウェブサイト活用による情報発信 

 

ウ 交流施設の提供 

地域交流を推進し、地域の健全な発展に寄与するため、次に掲げる交流施設の提供を

行う。 

施設名 収容人数 面積 備  考 

アリーナ 1,500人 1,623㎡ 
集会、運動会、バスケットボール、バレーボー

ル、バドミントン、卓球 他 

第１会議室 51人 91.5㎡ スクール形式 

第２会議室 20人 62.6㎡ 円卓 

第１和室 － 10畳 座卓 

第２和室 － 10畳 座卓 

工作室 － 73.1㎡  

展示室 － 239.7㎡ 映画会、各種展示会 他 
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（２）地域交流・緑化啓発事業 

① 実施場所 21世紀記念公園 

② 事業内容 

ア 地域交流事業 

地域住民や地元の各種団体等が行うイベントへ開催ブースを無償で提供し、地域交流

の拡大を図る。また、園内は緑化と環境に配慮した施設となっており、緑地が貴重な市街

地である市の中心部で、地域住民に潤いのある生活環境と交流の場を提供する。 

(ｱ) 茶会(月釜) － 地域茶道連盟連携 

【内容】   ・市民体験「諸流派に学ぶ茶道教室」   

  ・季節の茶会 「初釜」 平成 25年 1月 

         「ひな祭り茶会」 平成 25年 3月 他 

【参加料】  300円～1,000円（材料費等） 

 

(ｲ) こども茶道教室 

【時期】  夏休み期間（3回コース） 

【内容】  次世代を担う児童等に対する伝統文化継承のため実施する 

【対象】 中学生以下 

【受講料】 1,000円（材料費等） 

 

(ｳ) 大正琴、ハンドベル等発表会 

【時期】   （大正琴）平成 24年 10月 

 (ハンドベル） 平成 24年 12月 

 

(ｴ) おりがみ等教室 

【時期】 適時 

【内容】 ものつくり等の体験を通じて、児童等の交流の場を提供する 

【対象】 一般 

【受講料】 400円～2,000円（材料費等） 

 

 (ｵ) 球根等無料配布 

【時期】   平成24年10月 

【内容】   地域緑化の推進を図るため、園内で採取した球根等を､地域町内会及び

近隣小学校等へ無償で提供する 

 

イ 緑化啓発 

緑化意識の啓発及び市民協働参画による緑地環境形成を図る。 

(ｱ) 麓山の杜エコ教室 

【時期】   平成24年6月、10月、平成25年3月 

【内容】   季節の移り変わりにおける緑化管理の講義及び実技講習 

【受講料】 無料 
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(ｲ) 園芸教室 

【時期】   平成24年4月から平成25年3月  

【内容】   季節草花の寄せ植え 

【受講料】 2,000円（材料費等） 

 

(ｳ) プリザーブドフラワーアレジメント教室 

【時期】   平成24年4月､6月､8月､10月､12月､平成25年2月 

【内容】   四季を実感できる装飾品の創作 

【受講料】 3,500円（材料費等） 

 

(ｴ) 一鉢展 

【時期】   適時 

【内容】    ・自然環境に関する写真等展示会 

 ・市民の育てた｢市花ハナカツミ｣等の一鉢展示会 

 

(ｵ) 初歩の華道教室 

【時期】   平成24年11月（3回コース） 

【内容】   華道の基礎講座 

【受講料】 4,500円（1,500円×3回）（材料費等） 

 

ウ 情報発信 

(ｱ) パンフレット等の配布による緑化意識の啓発 

【時期】   適時 

【内容】   緑化意識の啓発を図るため、公共施設等に緑化に関するパンフレットを配

布する 

【送付先】 公共施設等 他 

 

(ｲ) ウェブサイト活用による情報発信 
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（３）地域緑化推進事業 

① 実施場所 21世紀記念公園 

② 事業内容 

ア 緑地環境の普及拡大 

市民の緑化意識の啓発及び緑地環境の普及拡大を図る。 

(ｱ) 記念樹交付(郡山市民対象) 

【時期】   住宅新築(購入)及び出生時  

【内容】   緑地環境の普及拡大を図るため、記念樹を交付する 

 

(ｲ) 講習会 

【時期】   平成24年4月､5月､6月､9月､10月､11月､平成25年3月 

【内容】    ・記念樹の植え方、育て方講座 

         ・季節ごとのワンポイント講習 

         ・緑化に関する相談 

【受講料】 無料 

 

(ｳ) 地域緑化木交付 

【時期】   適時（希望団体による申請） 

【内容】   緑地環境の普及拡大を図るため、地域緑化活動を推進する団体へ緑化木

を交付する 

 

(ｴ) 苗木・草花無償配付 

【時期】   平成24年6月､10月 

【内容】    緑化の啓発を図るため、緑化啓発期間及び市主催のイベント会場等で配

付する 

 

イ 生垣設置助成 

【時期】   適時（設置者による申請） 

【内容】   緑地環境の普及拡大を図るため､市内の生垣設置者へ補助金を交付する 

 

ウ 緑化推進事業情報提供 

地域緑化を推進するため、地域町内会及び市民に対して、緑化啓発普及用ガイドブッ

クや制度普及用のパンフレットを無料で配布し、更にそれらに関連した講習会等を開催す

る。 

(ｱ) 緑化啓発普及用冊子配布 

(ｲ) 緑化啓発普及用パンフレット配布 
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（４） 公園利用者サービス事業（収益事業） 

① 実施場所 郡山カルチャーパーク 

② 事業内容 

   公園利用者の利便性向上による、施設利用者の拡大を図り、もって、公園の振興・発展

に寄与するため、食堂及び売店の運営を行う 

ア 食堂の運営 

イ 売店の運営 

 

 

 


