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事 業 概 要 

 

平成１８年度から郡山市が導入した指定管理者制度において、３期目の指定期間（平成２６年度から５

年間）の３年目となる平成２８年度は、一層の利用者サービス及び業務の効率化による経費の縮減を図る

ため、公社独自のカイゼン運動に取り組み、特に例年閉場期間である冬期間にドリームランドのクリスマ

ス特別営業や、郡山石筵ふれあい牧場の草地をそり遊び等に無料開放するなど、例年にも増して積極

的な事業展開に努めて参りました。 

また、３月１８日郡山カルチャーパーク内に「屋内子どもの遊び場」がオープンし、当日はドリームラン

ドの再オープンの日でもあったことなどから、多くの親子連れ利用で賑わったところであります。 

管理施設の利用状況は、ゴールデンウィークの一部及び８月中頃から９月にかけての天候不順が影

響し、郡山石筵ふれあい牧場の利用料金収入が前年度と比較して約７．５％、１，２４０，９５０円減少した

ほかは、ほぼ例年同様でありました。 

なお、利用状況の詳細は、以下のとおりであります。 

 

《指定管理施設の利用状況総括表》 
 

 １ 利用状況                                              （単位 人） 

施 設 名 
利用者数 

増減 
平成２８年度 平成２７年度 

郡山石筵ふれあい牧場  １０１，５４７ １０７，５４１ △５，９９４ 

郡山カルチャーパーク 

（うち屋内子どもの遊び場） 

１，１２５，７５８ 

（８，０１８） 

１，０５８，２７６ 

（－） 

６７，４８２ 

（８，０１８） 

２１世紀記念公園 １１，９１０ １３，２７５ △１，３６５ 

合     計 １，２３９，２１５ １，１７９，０９２ ６０，１２３ 

 
 ２ 利用料金収入状況                                        （単位 円） 

施 設 名 
利用料金収入 

増減 
平成２８年度 平成２７年度 

郡山石筵ふれあい牧場 １５，７０２，８３０ １６，９４３，７８０ △１，２４０，９５０ 

郡山カルチャーパーク ９６，８９７，７１８ ９６，６６７，２８２  ２３０，４３６ 

２１世紀記念公園 ２，１８５，２４８ １，９３９，３４４ ２４５，９０４ 

合     計 １１４，７８５，７９６ １１５，５５０，４０６  △７６４，６１０ 
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Ⅰ 事 業 報 告  

 

１ 観光の振興に関する事業 (郡山市観光案内所) 

 

（１） 観光案内事業  

主にＪＲを利用して郡山市を訪れる観光客等に対して地域の観光案内やコンベンション施設の案内

を行うなど、利便性の向上と観光資源のＰＲに資するため、次の事業を実施した。 

 

【実施期間】  平成２８年４月１日(金)～平成２９年３月３１日(金) 

【場 所】  郡山市観光案内所  （JR郡山駅2階） 

【対応時間】  年中無休  午前９時～午後５時３０分 

 

ア 観光・宿泊施設案内 

（ア） 案内状況 

主な案内の内容 件   数 

歴史･文化に関すること ３，０５６件 

宿泊･交通に関すること ２，０８４件 

都市型観光(お土産・食事等)に関すること １，５６９件 

生活(銀行･郵便局･スーパー等)に関すること １，５０４件 

コンベンション･イベントに関すること ７８０件 

自然（登山･花見等）に関すること ７４３件 

温泉に関すること ４１７件 

スポーツ･レクリエーションに関すること ２３３件 

その他（駅構内及び周辺の案内・パンフレット提供等） ３，４０６件 

合計 １３，７９２件 

                                              ※前年度  １３，４２３件 
 

（イ） 観光案内所だよりの作成・配布 

【時 期】  平成２８年４月～平成２９年３月 

【内 容】  郡山市の観光地、祭、花火大会等の案内チラシを月ごとに独自に作成し、ウェブサ

イトで案内するとともに、観光案内所窓口にて配布 

 

（ウ） ふくしまアフターデスティネーションキャンペーン等ＰＲ活動 

【時 期】  平成２８年４月～平成２８年６月 

【内 容】  郡山水と緑の案内人の会等と連携しながら、デスティネーションキャンペーンの 

ＰＲを実施 
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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 

（ア） 外国人観光客に対する案内状況 

国          名 人   数 

１ 台湾 １０２人 

２ アメリカ １０１人 

３ 中国 ４９人 

４ タイ ３６人 

５ オーストラリア ３２人 

６ 韓国 １７人 

７ インド １６人 

８ イギリス １５人 

９ カナダ １３人 

10 フランス １１人 

11 ドイツ ９人 

12 イタリア ８人 

13 オランダ ５人 

14 スリランカ ５人 

15 シンガポール ４人 

16 香港 ４人 

17 ニュージーランド ４人 

18 フィリピン ４人 

19 ウクライナ ３人 

20 クロアチア ３人 

21 ブラジル ３人 

22 イラン ２人 

23 インドネシア ２人 

24 オーストリア ２人 

25 スイス ２人 

26 バングラディッシュ ２人 

27 ベトナム ２人 

28 南アフリカ共和国 ２人 

29 スペイン １人 

30 チリ １人 

31 トルコ １人 

32 ブルネイ １人 

33 マレーシア １人 

34 不明 ２人 

合計 ４６５人 

                                         ※前年度 ２４ヵ国 ３２９人 
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（イ） 観光案内所職員の研修会参加 
平成２８年度 JNTO認定外国人観光案内所全国研修会 
【時 期】  平成２９年２月１３日（月）～１４日（火） 
【主 催】  日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 
【会 場】  品川フロントビル 会議室 
【内 容】  ・講演「観光×ITC ２０２０年にむけた新たなソリューションサービス」 

・グループディスカッション 他 
 

ウ 研修会等への参加 
（ア） 福島県おもてなし研修会 

【時 期】  平成２９年１月２３日（月）、２６日（木） 
【主 催】  福島県観光交流課 

【会 場】  中央公民館 
【内 容】  ・電話応対特訓 

  ・海外からのお客様へのおもてなし 
 ・人気テーマパークに学ぶ 

 
（イ） サービス介助セミナー 

【時 期】  平成２９年２月２２日（水） 

【主 催】  公益財団法人郡山市観光交流振興公社 
【会 場】  郡山カルチャーパーク 第１会議室 

【内 容】  ・高齢なお客様への接し方 
 ・障がいのあるお客様への接し方 
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２ 畜産の振興に関する事業 （畜産振興事務所）  

     

（１） 観光牧場による憩いとふれあいの場の提供 

郡山石筵ふれあい牧場の特色と周遊観光の拠点としての磐梯熱海温泉を活用しながら、観光誘客
事業を展開し交流人口と市民交流の拡大を推進することなどにより、地域の活性化と潤いのあ

るまちづくりに寄与するため、次の事業を実施した。 
 

ア 小動物とのふれあい事業 
（ア） ふれあい動物園 

【時 期】  平成２８年４月１６日（土）～１１月１３日（日） 
【内 容】  馬、ポニー、ロバ、山羊、緬羊、ウサギ 他 

【利用者】  ９４，９２０人  
 

《ふれあい動物園用家畜飼養管理状況》 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ｈ２８．４．１ 生産（導入） 販売等 へい死 Ｈ２９．３．３１ 

雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 

馬 
成畜 ４ ２       ４ ２ 

仔畜           

ポニー 
成畜 ５ ２       ５ ２ 

仔畜           

ロバ 
成畜 ２ １       ２ １ 

仔畜           

山羊 
成畜 １４ ４   １ １  １  １２ ５ 

仔畜 ７ ４ １２ １６ １１ ４  ２ １ ６ １３ 

緬羊 
成畜 １８ ５    １ ３  ２０ ８ 

仔畜 １１ ９  １０ ７  ７ ６  １  ８ ６ 

ウサギ 
成畜 ２１ ２９  ４  ２ ２ １０ ２２ ２９ ２１ 

仔畜  ４４ ７ ５  

アヒル 
成鳥 ５  ４     ２  ３ ４ 

小鳥      

ガチョウ 
成鳥 ２ ２     １  ２ ２ 

小鳥  １    

日本鶏 
成鳥 ７ ３     ７ ３ ０ ０ 

小鳥      

クジャク 
成鳥 ３ １      １ ４ ０ 

小鳥  １    

モルモット 
成畜 １３ ５     ２  １２ ８ 

仔畜  ５  １  

合  計 １８３ １００ ４２ ６２ １７９ 
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（イ） 移動動物園 

▼ 【時期】  平成２８年６月１２日（日） 

【会場】  郡山ユラックス熱海「ユラックスまつり」 

【内容】  ウサギ７羽、モルモット５匹、山羊１頭 

 

▼ 【時 期】  平成２８年７月２日（土）～３日（日） 

【会 場】  なかまち夢通り「2016元気応援!!郡山わくわくフェスタ」 

【内 容】  ウサギ４羽、モルモット５匹 

 

▼ 【時 期】  平成２８年８月７日（日） 

【会 場】  郡山ユラックス熱海「ユラックス縁日」 

【内 容】  ウサギ７羽、モルモット５匹、山羊１頭 

 

▼ 【時 期】  平成２８年８月１０日（水） 

【会 場】  熱海町「第５０回萩姫まつり」 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット５匹、山羊１頭 

 

▼ 【時 期】  平成２８年８月２１日（日） 

【会 場】  湖南町「郡山布引風の高原まつり」 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット５匹、山羊１頭、ロバ１頭 

 

▼ 【時 期】  平成２８年９月９日（金）～１０日（土） 

【会 場】  福島県農業総合センター「第１１回福島県農業総合センターまつり」 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット８匹貸出 

 

▼ 【時 期】  平成２８年９月２５日（日） 

【会 場】  酪王乳業株式会社本社工場「2016酪王まつり」 

【内 容】  山羊２頭貸出 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１０月２日（日） 

【会 場】  郡山ユラックス熱海「ユラックス感謝の日」 

【内 容】  ウサギ７羽、モルモット６匹、山羊１頭 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１０月１８日（火） 

【会 場】  スプリングガーデンあさか デイサービスセンター 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット５匹、山羊１頭、ロバ１頭 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１０月２９日（土） 

【会 場】  桃見台地域公民館「第３６回桃見台地区市民文化祭」 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット６匹 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１０月３０日（日） 

【会 場】  三穂田ふれあいセンター「三穂田町商業まつり」 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット６匹、山羊１頭、ロバ１頭 
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▼ 【時 期】  平成２８年１１月２０日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット６匹 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１２月２４日（土） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

「郡山カルチャーパーククリスマス 2016 ～冬の遊園地で遊ぼう～」 

【内 容】  緬羊２頭 

 

▼ 【時 期】  平成２９年３月１９日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット５匹 

 

イ 畜産体験事業 

（ア） 牛の乳搾り体験 

ａ 個人(小学生以下) 

【時 期】  毎月第２、４日曜日（７、８月を除く） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  ６８７人 

【参加料】  無料 

 

ｂ 団体 

【時 期】  随時 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  ３件  １０４人 

【参加料】  1団体につき２，０００円 

 

（イ） 羊毛フェルト教室への講師派遣等 

▼ 【時 期】  平成２８年８月３日(水) 

【会 場】  赤木地域公民館  

【参加者】  ２１人 

【参加料】  ５００円  

 

▼ 【時 期】  平成２８年９月１１日(日) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 第１６回緬羊まつり 

【参加者】  ２０人  

【参加料】  ５００円 

 

▼ 【時 期】  平成２９年２月８日(水) 

【会 場】  小山田地域公民館 

【参加者】  ９人   

【参加料】  ５００円 
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▼ 【時 期】  平成２９年３月１９日(日) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター工作室 

【参加者】  ６人 

【参加料】  ５００円  

   

（ウ） 酪農体験 

▼ 【時 期】  平成２８年６月２９日(水)       

【体験者】  郡山市立熱海中学校 

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌、接遇研修等 

【参加者】  ７人  

 

▼ 【時 期】  平成２８年７月８日(金)       

【体験者】  郡山市立緑ヶ丘中学校 

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌、接遇研修等 

【参加者】  ９人  

 

▼ 【時 期】  平成２８年８月１日（月）～２日（火）  

【体験者】  平成２８年度郡山市立小・中学校初任者研修 「社会体験研修」 

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌、接遇研修等 

【参加者】  ４人 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１１月９日（水）  

【体験者】  郡山市立郡山第一中学校 

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌、接遇研修等 

【参加者】  ９人 

 

ウ 憩いとふれあい事業 

（ア） 市民交流及び交流人口の促進 

  ａ 市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  平成２８年４月６日（水） 

【内 容】  動物とのふれあいを通じて児童・青少年の健全な育成に寄与するため、各小学校

の新入生に対して郡山石筵ふれあい牧場の入場無料券を１人につき２枚贈呈(共通

招待券) 

【利用者】  ５０３人  

 

 ｂ 夏休み特別企画！市内小学生等及び旅館･ホテル宿泊者無料招待 

【時 期】  平成２８年７月１６日（土）～９月３０日(金) 

【内 容】  夏休み期間における親子の交流等を促進し、もって青少年の健全な育成及び地域

の活性化に寄与するため、市内の小学校・幼稚園・保育所の児童及び旅館･ホテル

宿泊者に郡山石筵ふれあい牧場の入場無料券を１人につき１枚贈呈 

【利用者】  １，６３３人(大人 １，３１４人、小・中学生 ３１９人) 
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ｃ 夏休み特別企画！郡山石筵ふれあい牧場及び郡山ユラックス熱海連携事業 

【時 期】  平成２８年７月１６日（土）～８月３１日(水) 

【内 容】  夏休み期間中の施設間の利用促進を図るとともに、熱海町の地域活性化に寄与す

るため、入場割引券を各施設の来場者へ配布 

【利用者】  １００人(小学生) 

 

ｄ 郡山石筵ふれあい牧場及び磐梯熱海温泉旅館協同組合連携事業 

【時 期】  平成２８年８月９日（火）～１１月１３日(日) 

【内 容】  熱海町の地域活性化及び観光振興に寄与するため、磐梯熱海温泉の旅館等に宿

泊したお客様が、牧場に来場した際、宿泊した旅館等の領収書を提示した場合、割

引料金を適用 

【利用者】  １４９人(大人 １２４人、小・中学生 ２５人) 

 

（イ） 郡山石筵ふれあい牧場再オープン（地元熱海町婦人会との連携事業） 

【時 期】  平成２８年４月１６日（土） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ･オープンセレモニー 

・豚汁の無料配布 

･先着２００名にアイスキャンディプレゼント 

【入場者】  ３，０２４人 

 

   （ウ） 夏休みこども体験 

【時 期】  平成２８年７月２４日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ・バター作り体験  

・緬羊毛刈り実演及び体験 

・動物の写生会 等 

【入場者】  １，４８９人  

 

（エ） 第１６回緬羊まつり 

【時 期】  平成２８年９月１１日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ・牧場産ラム肉試食 

・緬羊レース 

・緬羊毛刈り実演及び体験 等 

【入場者】  １，４３９人 

 

（オ） 第２２回牧場まつり 

【時 期】  平成２８年１０月９日（日）～１０日（月） 
【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ・牛乳早飲み大会 
・ジャンボカボチャ重量当て大会 

・牛の乳搾り体験 
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・バター作り体験 

・落書きコーナー 
・大抽選会 

・せせらぎ小町ショー 等 
【入場者】  ６，５９６人(２日間) 

 

（カ） 郡山石筵ふれあい牧場感謝祭 

【時 期】  平成２８年１１月１３日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ・豚汁無料配布 

・ミニ縁日 

・牛の乳搾り体験 

・バター作り体験 

【入場者】  １，４０７人 

 

（キ） 物作り体験 

【時 期】  平成２８年１２月１１日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  親子でミニクリスマスツリーをつくる 

【参加者】  １２組２４人 

【参加料】  １組 １，０００円 

 

（ク） 雪あそび体験 

【時 期】  平成２９年１月２１日（土）～２月２６日（日）の土、日、祝日（１２日間） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 草地 

【内 容】  ソリ滑り、雪遊び用に草地を無料開放 

【入場者】  １，５７２人 

 

エ 情報発信 

（ア） ダイレクトメールによるＰＲ  

【内 容】  地域への誘客を図るため、福島市、いわき市、会津若松市など県内各市町村の小

学校及び幼稚園等に対して、郡山石筵ふれあい牧場のパンフレットを同封した 

ダイレクトメールを実施 

【件 数】  ３８２件  

 

（イ） ウェブサイト活用による情報発信 

【時 期】  平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金） 

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場独自のウェブサイトによる施設案内・イベント紹介及び 

畜産調査研究内容の紹介のほか、郡山市等関係団体ウェブサイトに施設案内・ 

イベント紹介を掲載 

【閲覧数】 ２５５，５１５件 （郡山石筵ふれあい牧場ウェブサイト閲覧数）  
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（ウ） リーフレット配布による PR  

a 県内観光施設 

【時 期】  平成２８年４月、６月、９月 

【内 容】  県内各観光施設等へ直接訪問し、郡山石筵ふれあい牧場リーフレットを配布 

【件 数】  １００件 

 

b 合同PR 

① 県内小学校・幼稚園（県北地区） 

【時 期】  平成２８年１２月、平成２９年１月 

【内 容】  県内の県北地区の小学校・幼稚園等へ直接訪問し、郡山石筵ふれあい牧場・ 

郡山カルチャーパークのリーフレットを合同で配布  

【件 数】  ８６件 

 

② 県内各観光施設 

【時 期】  平成２９年３月 

【内 容】  県内各観光施設等へ直接訪問し、郡山石筵ふれあい牧場・郡山カルチャー 

パークのリーフレットを合同で配布  

【件 数】  ２６件 
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（２） 畜産調査研究事業     

ア 畜産農家支援事業 

（ア） 預託放牧事業 
【時 期】  平成２８年５月９日（月）～平成２９年３月３１日（金） 

【内 容】  高齢化する畜産農家の飼養管理の労力及び費用の軽減を図るため、実費相当以下
で育成牛を預かり、郡山石筵ふれあい牧場の放牧場において公社専門職員が飼養管

理を代行 
【預託放牧実績】  １３頭 

 

イ 優良仔畜生産、性判別出産調査研究事業 

（ア） 性判別精液による雌牛の出産調査 

【時 期】  平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金） 

【内 容】  ・性判別精液と普通の精液を使用した雌牛の出生率の調査 

 ・雌牛の出生率が高くなる性判別精液を使用し、受胎した牛を実費相当額で市内

の畜産農家に譲渡 

 【調査結果】  ※分娩順 

母牛個体識別

番号 
使用精液 授精時期 分娩時期 雌牛 雄牛 備考 

１３４２６６４０２８ 普通（モーグル) H27.6.28 H28.4.3 ○   

１３４２６６４０８０ 普通（シルバー) H27.7.8 H28.4.4 
 ○ 

販売（28.5.13）双子 
○  

１３５００６４３２２ 普通（シルバー) H27.8.12 H28.5.18  ○ 販売（28.6.14） 

１３００９６３９３４ 普通（モーグル） H27.10.26 H28.8.1  ○ 販売（28.9.14） 

１３５００６４３７７ 性判別（バンクロール) H27.11.9 H28.8.13 ○   

１３４２６６４０４２ 普通（デンプシー) H27.11.17 H28.8.24  ○ 販売（28.9.14） 

１３５００６４３０８ 普通（シド） H27.12.3 H28.9.6 ○   

１３００９６３９５８ 普通（ミスターバーン） H27.12.17 H28.9.21 ○   

１３５００６４２８５ 普通（シド) H27.12.28 H28.9.29 ○   

１３５００６４３３９ 普通（シルバー) H28.1.8 H28.10.13 ○   

１３００９６３９７２ 普通（ドアマン） H28.1.14 H28.10.19 ○   

１３５００６４４０７ 性判別（バンクロール) H28.3.14 H28.12.14 ○   

１３５００６４２６１ 普通（ブリューマスター) H28.5.18 H29.2.25 ○   

１３５００６４４３８ 性判別（クラッシュー) H28.5.25 H29.2.2６ ○  死産 

※（  ）内は種雄牛名 

※分娩時期H２８．４．４生まれの雌は、フリーマーチンのため販売。 

 

《雌牛の出生率》   性判別精液使用時 １００％ （３頭／３頭）  

              普通精液使用時  約７３％ （８頭／１１頭）内1頭フリーマーチン 

※ 性判別精液は、１回の授精に使用する精液の量が、普通精液０．５ｃｃに対して０．２５ｃｃと少量で 

 あるため受胎率が低くなることから、未経産等の若い牛に多く使用している。 
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（イ） 譲渡した初妊牛の追跡調査 

▼ 【時 期】  平成２８年１０月１日（土） 

【内 容】  過去３年間に譲渡した初妊牛の分娩及び育成状況等を確認したほか、譲渡先の畜

産農家と飼養管理等について意見交換を実施 

【件 数】  ６件 

 

（ウ） 関係団体との意見・情報交換 

▼ 【時 期】  平成２８年４月２３日(土) 

【会 場】  福島県家畜市場(本宮市) 

【内 容】  市内外の酪農家が集う第４７回福島県ホルスタインショー会場にて、参加酪農家と

家畜の飼養管理等に関する情報交換を実施 

 

▼ 【時 期】  平成２８年６月１７日(金) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  市内外の酪農家で組織するホルスタイン同志会と連携し、酪農家所有の乳牛を持

ち寄りながら、飼養管理等並びに共進会に向けた毛刈りの技術向上に関する意見交

換を実施 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１０月１５日(土) 

【会 場】  福島県家畜市場(本宮市) 

【内 容】  福島県内の酪農家が集う第３３回福島県ホルスタイン共進会会場にて、参加酪農家

と家畜の飼養管理等に関する情報交換を実施 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１０月２４日(月)～２５日（火） 

【会 場】  全農岩手県本部中央家畜市場（岩手県岩手郡雫石町）  

【内 容】  東北地区を主とする酪農家が集う２０１６東日本ディリーショー会場にて、参加酪農

家と家畜の飼養管理及び技術向上等に関する情報交換を実施 

 

《乳用牛及び緬羊飼養管理状況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ２８.４.１ 生産（導入） 販売等 へい死 Ｈ２９.３.３１ 

雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 

乳用牛 
成畜 １５    ３  ３  １４  

仔畜 １６  １１ ４ ６ ４ １  １５  

緬羊 
成畜 ３８ ２   ４７ １０   ４ １ 

仔畜 ２４ １８  ２  １３ ８  １ 
 

 

合  計 １１３ １７ ９１ ５ ３４ 
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ウ 高品質生乳生産研究事業  

（ア） 良質粗飼料生産のための飼料成分分析 

畜産農家の主な収入源である生乳の品質向上のため、高品質生乳の生産には不可欠な良質の

粗飼料（牧草）生産に資する事業 
 

【時 期】  平成２８年５月２２日(日)  

【内 容】  牧草（３号草地で収穫 ： １番草）で作ったサイレージの飼料成分の検査を全国酪

農業協同組合連合会購買部分析センターに依頼 

※1号草地2.66ha、2号草地2ha、3号草地1.5ha、4号草地1.31ha、5号草地1.83ha 

【分析結果】          

 乾物中 

標準値 測定値 

カルシウム ０.２～０．４％ ０.２２％ 

リン ０.２～０．４％ ０.３７％ 

マグネシウム ０.１～０．２％ ０.１２％ 

カリウム １.７～３．５％ ３.１２％ 

硫黄 ０.２％以上 ０.２３％ 

亜鉛 ２０ｐｐｍ以上 １７ｐｐｍ 

マンガン １５～３００ｐｐｍ ５１ｐｐｍ 

鉄 ２０ｐｐｍ以上 ７７ｐｐｍ 
  

【評 価】  標準値を下回る数値があったため、これら標準値を下回る成分を改善することに重

点を置きながら土壌改良に努めたい。 

【参 考】  牧場内粗飼料（サイレージ）生産量  約１２４，５００ｋｇ（約９．３ヘクタールの採草地

で生産） 

  



- 16 - 

（イ） 高品質生乳生産のための生乳分析   

畜産農家の主な収入源である生乳の品質向上のため、年度ごとに当牧場で生産される生乳の成

分を分析し、比較対照することでより適正な飼養管理を構築する事業 

 

【時 期】  通年  

【内 容】  より高品質な生乳生産に向けた飼養管理に資するため、生乳成分の分析を福島県

酪農業協同組合に依頼 

【分析結果】 

時期 生産量 
成    分 

脂肪分 無脂乳固形分 蛋 白 

４月 １０，４５３ｋｇ  ４．０５％ ８．９３％ ３．３８％ 

５月 ８，７０３ｋｇ ３．８９％ ８．７２％ ３．１８％ 

６月 ８，５７７ｋｇ ３．８６％ ８．７４％ ３．２０％ 

７月 ６，４１３ｋｇ ４．１７％ ８．７８％ ３．３０％ 

８月 ６，７３２ｋｇ ４．１５％ ８．６９％ ３．２６％ 

９月 ８，８３９㎏ ３．８６％ ８．５８％ ３．０９％ 

１０月 １２，４１２ｋｇ ３．９７％ ８．７０％ ３．１９％ 

１１月 １２，８７２ｋｇ ４．２０％ ８．６６％ ３．１９％ 

１２月 １２，８７８ｋｇ ４．０９％ ８．７１％ ３．２３％ 

１月 １２，７２１ｋｇ ４．０８％ ８．７６％ ３．２８％ 

２月 ９，３１６ｋｇ ４．３０％ ８．８４％ ３．３６％ 

３月 １０，２８０ｋｇ ４．３５％ ８．９３％ ３．４０％ 

計 １２０，１９６㎏ ４．０８％（平均） ８．７５％（平均） ３．２６％（平均） 

前年度 １４１，６４８ｋｇ ４．５３％（平均） ８．６７％（平均） ３．２２％（平均） 

※うち販売量  １１９，２５９ ｋｇ 
  

【評 価】  生産量は搾乳頭数の関係から一時期低下したことがあったが、品質の指標となる

成分数値については、年間を通じ大きな変動もなく、安定した生乳生産が行えた。 
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（３） 畜産加工品製造販売等事業 (収益事業)  

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、次の収益事業を実施した。  
 

ア 乳加工品等の製造販売 

（ア） 牧場内販売状況 

品    名 販売数 

牛乳(酪農家限定牛乳) ビン／９００㏄ １，９８２本 

コップ／１８０cc ２，１０９杯 

アイスクリーム 

（カップ／１２０ｍℓ） 

バニラ ４，６０３個 

ブルーベリー １，９１１個 

ストロベリー  １，５３１個 

チョコレート １，６９４個 

アイスキャンディ ミルク ９，４９９本 

抹茶   １，４００本 

いちご  ４，２２８本 

みかん  ４，９００本 

カフェオレ ２，４３７本 

あずき １，７０３本 

牛乳ソフトクリーム ２０，３７６個 

季節限定ソフトクリーム（４月～１１月） 

（チョコレート・カフェオレ・ミックス） 
１５，３５１個 

アイスクリーム及びアイスキャンディセット ２０４セット 

 

（イ） 訪問販売状況 

ａ クリスマス特別セール 

【時 期】  平成２８年１２月２２日（木） 

【販売先】  郡山市内各事業所等 

【販売状況】   

品  名 内容等 販売数 

アイスカップセット ５個 ７０セット 

８個 ７３セット 

アイスキャンディセット ６本 ８セット 

１２本 １２セット 

アイスミックスセット カップ、キャンディセット ２４セット 

牛乳（酪農家限定牛乳） ９００cc      １４４本 
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ｂ ひなまつり特別セール 

【時 期】  平成２９年３月３日（金） 

【販売先】  郡山市内各事業所等 

【販売状況】   

品  名 内容等 販売数 

アイスカップセット ５個 ３６セット 

８個 ４０セット 

アイスキャンディセット ６本 ８セット 

１２本 １１セット 

アイスミックスセット カップ、キャンディセット ２１セット 

牛乳（酪農家限定牛乳） ９００cc  １３０本 
  
ｃ 自治体特選ストア郡山での販売 

【時 期】  平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金） 

【販売状況】   

品  名 内容等 販売数 

ウィンナーセット ウィンナー５００g×２個 １セット 

  

ｄ 郡山市ふるさと納税の返礼品 

【時 期】  平成２８年１１月１日（火）～平成２９年３月３１日（金） 

【販売等状況】   

品  名 内容等 販売数 

ウィンナーセット ウィンナー１㎏ ２７セット 

アイスカップセット ８個 ９セット 
 

イ 酪王乳業株式会社アイスクリーム受託製造販売 

品  名 種  類 販売数 

アイスカップ 福島紀行 バニラカップ １３，１０４個 

福島紀行 チョコカップ １０，２８０個 

福島紀行 ピーチカップ ６，８２８個 
  

ウ バーベキュー等の販売 

品    名 販売数 

牛肉 セット（ライス・野菜付） ８７１食 

単品 ４６０食 

牧場産ラム肉 セット（ライス・野菜付） ７６７食 

単品 ４５７食 

ジンギスカン セット（ライス・野菜付） ９１７食 

単品 ４６１食 

豚肉 セット（ライス・野菜付） ８７８食 

単品 ５６７食 

牧場産ウインナー １０本 ３６７食 

５本 ６７４食 

野菜盛り ５３５食 
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ミックス盛り（牛肉･ラム肉･豚肉･ウインナー･野菜） ２，３２１食 

べこカレー ４６７食 

ライス ４，９２６食 

うどん かき揚 １７９食 

山菜 １４７食 

 

エ 羊肉加工品の販売 

（ア） 牧場内販売状況 

品    名 販売数 

牧場産ウインナー 

（持ち帰り用） 

２５０ｇ １４２パック 

５００ｇ １００パック 

牧場産ラム肉（持ち帰り用） ３６０パック 

 

（イ） 訪問販売状況 

ａ クリスマス特別セール 

【時 期】  平成２８年１２月２２日（木） 

【販売先】  郡山市内各事業所等 

【販売状況】   

品  名 内容等 販売数 

牧場産ウインナー ２５０ｇ ４７パック 

５００ｇ ８６パック 

牧場産ラム肉 １８０ｇ ７１パック 

 

b ひなまつり特別セール 

【時 期】  平成２９年３月３日（金） 

【販売先】  郡山市内各事業所等 
【販売状況】   

品  名 内容等 販売数 

牧場産ウインナー ２５０ｇ ４５パック 

５００ｇ ７２パック 

牧場産ラム肉 １８０ｇ ３９パック 

 

オ バター作り体験 

【時 期】  毎月第１、第３日曜日（７、８月は毎週日曜日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  ２，７０３人 

・個人      １，３０５人 

・団体（３２件） １，３９８人 

【参加料】  １人につき１回２００円 
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カ 自動販売機の設置 

【時 期】  平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金） 

【設置場所及び台数】   郡山石筵ふれあい牧場  １台 

               郡山カルチャーパーク   １台 

【設置手数料収入】          ２７２，８９１円 

 

キ 雄子牛の販売 

【販売方法】   競り販売 

【販売頭数等】  ５頭        ５４８，８７６円 
 

  ク 肉製品ＰＲ事業 

【時 期】  平成２８年９月１１日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【販売内容】  牧場産ラム肉串焼き等販売 

【売上金額】  ２２，２００円 

 

  ケ イベント等への臨時売店の出店 

(ア) あさか野夏まつり郡山花火大会 

【時 期】  平成２８年８月１４日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター前 

【販売内容】  焼き鳥、枝豆等販売 

【売上金額】  １４８，１１０円 

 

(イ) 郡山石筵ふれあい牧場感謝祭 

【時 期】  平成２８年１１月１３日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【販売内容】  カフェオレ、焼きウィンナー等販売 

【売上金額】  ２４，６５０円 

 

(ウ) 郡山カルチャーパーククリスマス 2016～冬の遊園地で遊ぼう～ 

【時 期】  平成２８年１２月２３日（金）～２５日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【販売内容】  すいとん汁、中華まん等販売 

【売上金額】  １２１，３５０円 

 

(エ) 雪あそび体験 

【時 期】  平成２９年１月２１日（土）～２月２６日（日）の土、日、祝日（12日間） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【販売内容】  カップ麺、ポップコーン 

【売上金額】   ２０，８００円 
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３ 都市緑化及び地域活性化に関する事業 （公園振興事務所）  
 

(１) 青少年健全育成を核とした公園体験交流事業 

県内有数の遊戯施設を備える総合公園として、都市緑化を通し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

を行い自然の大切さを学ぶことや、親子間等のふれあいの場を提供することにより、青少年の健全な

育成を図ることなどを目的として、次の事業を実施した。 
 

ア 緑化体験・交流推進事業 

（ア） 市民交流及び交流人口の促進 

  ａ 市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  平成２８年４月６日（水） 

【内 容】  親子や友人とのふれあいを通じて児童・青少年の健全な育成に寄与するため、各

小学校の新入生に対し、ドリームランド遊具またはプールの無料招待券を１人につき

４枚贈呈(共通招待券２枚・郡山カルチャーパーク招待券２枚) 

【利用者】  ９４１人 
 

 ｂ 夏休み特別企画！市内小学生等及び旅館･ホテル宿泊者無料招待 

【時 期】  平成２８年７月１６日（土）～９月３０日(金) 

【内 容】  夏休み期間における親子の交流等を促進し、もって青少年の健全な育成及び地域

の活性化に寄与するため、市内の小学校・幼稚園・保育所の児童及び旅館･ホテル

宿泊者にドリームランド遊具の無料招待券を１人につき２枚贈呈 

【利用者】  延べ４，１７６人 

 

（イ） 親子体験教室 

a 春の草花寄せ植え 

【時 期】  平成２８年５月４日（水） 
【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【内 容】  春の草花を使ってミニ寄せ植えをつくる 
【参加者】  ２０人 

【参加料】  ５００円 
 

b サイコロつくり 

【時 期】  平成２８年５月４日（水） 
【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド  

【内 容】  オリジナルのサイコロをつくる 
【参加者】  ９人 

【参加料】  １００円 
 

c こいのぼりつくり 
【時 期】  平成２８年５月５日（木） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 
【内 容】  傘袋を使って、オリジナルのこいのぼりをつくる 

【参加者】  ３１５人 
【参加料】  無料 
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d 体操教室 

【時 期】  平成２８年６月２６日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター アリーナ 

【内 容】  様々な運動器具を使った体操 

【参加者】  １６人 

【参加料】  無料 

 

e 羊の置物つくり 

【時 期】  平成２８年７月３１日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 工作室 

【内 容】  松ぼっくりやどんぐりを使って羊の置物をつくる 

【参加者】  ７人 

【参加料】  ５００円 

 

f ポリネシアンダンス教室 

【時 期】  平成２８年８月７日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク プール内ステージ 

【内 容】  基礎から学び講習後全員で簡単なダンスを踊る 

【参加者】  ２１人 

【参加料】  無料 

 

g 親子ランニング教室 

【時 期】  平成２８年９月１１日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 展示室他 

【内 容】  ランニングの基礎講習及び実技を行う 

【参加者】  １６人 

【参加料】  無料 

 

h プリザーブドフラワーアレンジメント教室 

【時 期】  平成２８年１０月２日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク レストラン前通路 

【内 容】  季節のプリザーブドフラワーをつくる 

【参加者】  ２２人 

【参加料】  ５００円 

 

i ガーデニング教室 

【時 期】  平成２８年１０月２日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク レストラン前通路 

【内 容】  季節のガーデニングを学ぶ 

【参加者】  ２２人 

【参加料】  ５００円 
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j サイコロつくり 

【時 期】  平成２８年１０月２日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク レストラン前通路 

【内 容】  オリジナルのサイコロをつくる 

【参加者】  ５０人 

【参加料】  無料 

 

k 郡山カルチャーパークウォーク２０１６ 

【時 期】  平成２８年１０月１６日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク 園内外 

【内 容】  郡山カルチャーパーク周辺の神社仏閣等を訪ね、秋の安積路を楽しむ 

【参加者】  ９人 

【参加料】  無料 

 

l ハロウィンリースつくり 

【時 期】  平成２８年１０月２３日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 第１会議室 

【内 容】  生木を使ってハロウィンリースをつくる 

【参加者】  ２５人 

【参加料】  ５００円 

 

m クリスマスリースつくり 

【時 期】  平成２８年１１月２０日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 第１会議室 

【内 容】  生木を使ってクリスマスリースをつくる 

【参加者】  ２０人 

【参加料】  １，０００円 

 

n そば打ち教室 

【時 期】  平成２８年１２月４日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 工作室 

【内 容】  親子で年越しそばをつくる 

【参加者】  ２４人 

【参加料】  １，０００円 
 

o ミニ門松つくり 

【時 期】  平成２８年１２月１１日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 第１会議室 

【内 容】  親子でミニサイズの門松をつくる 

【参加者】  ２０人 

【参加料】  １，５００円 
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p 大型絵本読み聞かせ 

【時 期】  平成２８年１２月２５日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 展示室 

【内 容】  大型絵本を使って読み聞かせを行う 

【参加者】  ６０人 

【参加料】  無料 

 

q 風船で雪だるまつくり 

【時 期】  平成２８年１２月２５日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター アリーナ 

【内 容】  ハンドポンプを使って立体的で存在感のある雪だるまを風船でつくる 

【参加者】  １２０人 

【参加料】  無料 

 

r ヨガ教室 

【時 期】  平成２９年１月２２日（日）、２９日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 展示室 

【内 容】  ヨガの基礎を学ぶ 

【参加者】  ２９人 

【参加料】  無料 

 

ｓ 陶芸教室 

【時 期】  平成２９年２月１２日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 工作室 

【内 容】  茶碗や湯のみなどオリジナルの陶芸作品をつくる 

【参加者】  １９人 

【参加料】  １，５００円 

 

ｔ ガーデニング教室 

【時 期】  平成２９年２月２６日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 展示室 

【内 容】  季節の寄せ植えをつくる 

【参加者】  ２０人 

【参加料】  １，０００円 

 

u 羊毛フェルト教室 

【時 期】  平成２９年３月１９日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 工作室 

【内 容】  羊毛を使って動物のマスコットをつくる 

【参加者】  ６人 

【参加料】  ５００円 
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（ウ） ドリームランド季節イベント 

ａ ゴールデンウィークイベント 
【時 期】  平成２８年５月３日（火）～５日（木）、７日（土）、8日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 
【内 容】 ･ビンゴゲーム 

・ジャンボダーツ 
・ジャンボ輪投げ 

・SHOW TIME（大道芸人パフォーマンスショー 出演 まーみん、めいみ） 
・着ぐるみ「がくとくん、おんぷちゃん」と遊ぼう 

・カルチャーパーク探検隊 
【参加者】  ６，５４６人 

 

ｂ 夏休みイベント 

▼ 【時 期】  平成２８年８月７日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク プール内ステージ 

【内 容】  ポリネシアンダンスショー 

【参加者】  １７５人 

 

▼ 【時 期】  平成２８年８月１４日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【内 容】  ・ジャンボダーツ 

・ストラックアウト 

・おもちゃすくい 

・水ヨーヨー釣り 

・SHOW TIME（大道芸人パフォーマンスショー出演 クラウンリキ、しゅうちゃん） 

【参加者】  １，４７９人 

 

ｃ 緑化フェア２０１６＆秋のイベント 

【時 期】  平成２８年１０月２日（日） 
【会 場】  郡山カルチャーパーク レストラン前通路、ドリームランド 

【内 容】 ・ジャンボダーツ 
・ジャンボ輪投げ 

・SHOW TIME（お笑い芸人ショー 出演 ウエストランド、脳みそ夫） 
・カルチャーパーク探検隊 
・花の苗プレゼント 
・スーパーボールすくい 
・水ヨーヨー釣り 
・ポップコーンプレゼント 
・ふわふわ 

【参加者】  ２，１１１人 
 

（エ） ドリームランド感謝祭 
【時 期】  平成２８年１１月６日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 
【内 容】  ・大型遊具無料開放 

・ジャンボダーツ 
・ストラックアウト 
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・着ぐるみ「がくとくん、おんぷちゃん」と遊ぼう 

・豚汁無料配布 
・ビンゴゲーム 

【参加者】  １，４１１人 
 

（オ） 郡山カルチャーパーククリスマス２０１６ ～冬の遊園地で遊ぼう～（特別営業） 
【時 期】  平成２８年１２月２３日（金）～２５日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 
【内 容】 ・ＮＥＷゴーカート記念撮影会 

 ・草花（ポインセチア）プレゼント 
 ・「夜の遊園地も素敵ね」プレゼント   

 ・クリスマスコンサート 
 ・お楽しみ抽選会 等 

【参加者】  ２，６５１人 
 

（カ） ドリームランド再オープンイベント 

【時 期】  平成２９年３月１８日（土）、１９日（日）、２６日（日） 
【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【内 容】 ・大型遊具無料開放（１８日のみ） 
・ジャンボダーツ 

・ジャンボ輪投げ 
・SHOW TIME（大道芸人パフォーマンスショー 

出演 光戦士ツインウェイター、クラウンリキ） 
・がくとくんと写真撮影会 

・移動動物園（畜産振興事務所） 
・再オープンプレゼント配布 

【参加者】  ２，１９０人 
 

（キ） がくとくんと写真撮影会 

【時 期】  平成２８年９月１８日（日） 

【会  場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【内  容】  がくとくんと一緒に園内で記念撮影 

【参加者】  ５０人 

【参加料】  無料 
 

（ク） 移動動物園（畜産振興事務所） 

【時 期】  平成２８年１１月２０日（日） 
【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場の小動物たちとふれあう 
【利用者】  １００人 
 

（ケ） 誕生月遊具無料券配布 

【時 期】  平成２８年６月４日（土）～２６日（日）の土、日曜日（８日間） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【対 象】  ４才～小学生 

【内 容】  来園した児童の誕生月に応じてドリームランド１機種の無料券をプレゼント 

【参加者】  ２０９人 
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（コ） ドリームランドフリーパス発行 

【時 期】  個人－原則毎月第２･第４、土、日、祝日 ４２回発行 
        団体－随時 ４０回発行      

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 
【内 容】  安価な料金で遊戯施設１日乗り放題の券を発行 

【利用者】  個人－２０，９２１人 
団体－ ２，２２６人 

 
（サ） ドリームランド営業時間延長 
ａ ゴールデンウィーク期間 

【時 期】  平成２８年５月３日（火）～５日（木） 
【延長時間】  午後４時３０分～午後５時 （３０分） 

 
ｂ 夏休み期間 
【時 期】  平成２８年７月２１日（木）～８月２４日（水）（３４日間） 

【延長時間】  午後４時３０分～午後５時 （３０分） 
 

ｃ あさか野夏まつり郡山花火大会ナイター営業 

【時 期】  平成２８年８月１４日（日） 
【延長時間】  午後４時３０分～午後９時 （４時間３０分） 

 
（シ） あさか野夏まつり郡山花火大会をプール観覧席から観よう 

【時 期】  平成２８年８月１４日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク プールスタンド 
【内 容】  あさか野夏まつり郡山花火大会観覧用としてプールスタンド席を開放 

【利用者】  ４７９人 
【利用料】  大人 ３００円、子供 １５０円 

 
（ス） アリーナイベント 

▼ 【時 期】  平成２８年６月２６日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 
【内 容】  ・アリーナ無料開放 

・ふわふわ 
・なわとび大会 

・バドミントン 
・円形卓球 

・SHOW TIME（大道芸人パフォーマンスショー 出演 まーみん、角ちゃん） 
・どこでも環境教室（郡山市生活環境課） 

【参加者】  ８８４人 
 

▼ 【時 期】  平成２８年１２月２５日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 
【内 容】  ・アリーナ無料開放 

・なわとび大会 
・バドミントン 

・円形卓球 
・がくとくんとじゃんけん大会 

・クリスマスプレゼント配布 
【参加者】  ９６４人 
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（セ） 映画上映会 

ａ こども映画会 
【時 期】  平成２８年４月～平成２９年３月 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 展示室 
【内 容】  アニメーション映画等 

【回 数】  ２４回 
【参加者】  ４５５人 

 
ｂ パブリックシアター 

【時 期】  平成２８年４月～平成２９年３月 
【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 展示室 

【内 容】  社会教育映画 
【回 数】  １２回 

【参加者】  １１９人 
 

ｃ 環境映画会 
【時 期】  平成２８年６月２６日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター 展示室 
【内 容】  環境、資源映画 

【回 数】  ２回 
【参加者】  ２１人 

 
（ソ） 水泳教室 

【時 期】  平成２８年８月２日（火）～６日（土） 
【会 場】  郡山カルチャーパーク プール 

【対 象】  小学生 
【内 容】  水慣れから遊泳方法の基礎の習得を目的とした初心者水泳教室 

【参加者】  ２６４人 
【参加料】  無料 

 
（タ） 草花配布 

【時 期】  平成２８年１１月３０日（水）～１２月８日（木） 
【配布先】  市内認可外保育施設 

【配布数】  ２０箇所 
【内 容】  クリスマスツリー装飾用樹木（ゴールドクレスト） 

 
（チ） ドリームランドの運営 

【時 期】 平成２８年 ４月 １日(金)～１１月３０日(水) 午前９時３０分～午後４時３０分 
平成２８年１２月２３日(金) 午前１１時～午後３時 

平成２８年１２月２４日(土) 午前１１時～午後６時 
平成２８年１２月２５日(日) 午前１１時～午後３時 

平成２９年 ３月１８日(土)～３１日(金) 午前９時３０分～午後４時３０分 
【施設内容】  ジェットコースター、観覧車、グレートポセイドン、メリーゴーランド、 

サイクルモノレール、パラトルーパー、ゴーカート、豆汽車 他 
【利 用 者】  ８７２，９７７人 （※前年度 ８０６，３７６人） 

【利用料金収入】  ８１，６８７，１６０円 （※前年度 ８０，６９５，９１０円） 
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（ツ） プールの運営 

【時 期】  平成２８年７月２日(土)～８月３１日(水)  

（１回目） 午前９時３０分～午後０時３０分 

（２回目） 午後１時３０分～午後４時３０分 

【施設内容】  ５０ｍプール、２５ｍプール、流水プール、幼児プール、スライダー、飛び込みプール 

【利 用 者】  ５９，３８４人 （※前年度 ６２，９４３人） 

【利用料金収入】  ９，６４５，１００円 （※前年度 １０，５２２，９５０円） 

 

（テ） 屋内子どもの遊び場の運営 

【時 期】  平成２９年３月１８日(土)～３１日(金) 午前９時～午後５時 

【施設内容】  アリーナ ２，４７２．７７㎡ <人工芝> 

キッズスペース等 ３６３．６６㎡ 

【利 用 者】  ８，０１８人 

 

イ 情報発信 

（ア） ダイレクトメールによるＰＲ 

【内 容】  地域への誘客を図るため、栃木県北部及び茨城県北部市町村の小学校及び幼稚

園等に対して郡山カルチャーパークのリーフレットを同封したダイレクトメールを実施 

【件 数】  ３３３件 

 

（イ） ウェブサイト活用による情報発信 

【時 期】  平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金） 

【内 容】  郡山カルチャーパーク独自のウェブサイトによる施設案内、イベント紹介のほか、

郡山市等関係団体ウェブサイトに施設案内、イベント紹介を掲載  

【閲覧数】  ３１２，０３８件 （郡山カルチャーパークウェブサイト閲覧数）   

 

（ウ） リーフレット配布による合同PR 

a 県内小学校・幼稚園（県北地区） 

【時 期】  平成２８年１２月、平成２９年１月 

【内 容】  県内の県北地区の小学校・幼稚園等へ直接訪問し、郡山石筵ふれあい牧場・ 

郡山カルチャーパークのリーフレットを合同で配布  

【件 数】  ８６件 

 

ｂ 県内各観光施設 

【時 期】  平成２９年３月 

【内 容】  県内各観光施設等へ直接訪問し、郡山石筵ふれあい牧場・郡山カルチャー 

パークのリーフレットを合同で配布  

【件 数】  ２６件 
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ウ 交流施設の提供 

（ア） カルチャーセンター 

施設名 
利用者 

利用料金収入 
件数 人数 

第１会議室 ２７２件 ６，５６３人 ６４８，６７８円 

第２会議室 ２１０件 ３，６０３人 ４１０，０３８円 

和室 １４５件 １，４３３人 １１５，６９２円 

アリーナ（団体） ２５７件 ３２，４７３人 １，０２９，７９０円 

アリーナ（個人） － ３６，３２５人 ２，６４５，４５０円 

展示室 ８１件 ３，７３５人 ４４２，４２０円 

工作室 １１８件 １，５９９人 １３９，６００円 

合  計 １，０８３件 ８５，７３１人 ５，４３１，６６８円 

                                   ※前年度   ８７，６６９人   ５，１００，５３２円 

 

（イ） 公園 

施設名 
利用者 

利用料金収入 
件数 人数 

駐車場 ７４件 ９９，６４８人 １３３，７９０円 

                                   ※前年度    １０１，２８８人   ３４７，８９０円 
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（２） 地域交流・緑化啓発事業 

中心市街地の貴重な緑地空間として、市民に憩いとふれあいの場を提供しながら都市緑化の推進

と市民交流の拡大を図り、もって地域の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

施した。 

 

ア 地域交流事業 

（ア） 茶会 

ａ 麓山の杜 月釜 

【時 期】  平成２８年４月２４日（日）～平成２９年３月１２日（日）  ８回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  郡山市諸流茶道連盟（７諸流）による呈茶サービス 

【参加者】  ６３６人 

【参加料】  ３００円 

 

ｂ 麓山の杜 新春茶会（初釜） 

【時 期】  平成２９年１月２２日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  ２席（薄茶席、おしるこ席）のお手前で初釜を楽しむ 

【参加者】  １１７人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｃ ひなまつり茶会 

【時 期】  平成２９年３月４日（土）、５日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  ・和紙人形づくり（講師 和紙人形作家 入谷愛子） 

・ひな飾りを愛
め

でながら茶を楽しむ 

【参加者】  １９７人 

【参加料】  ３００円 

 

（イ） 大人茶道教室 

【時 期】  ①平成２８年６月１日（水）、８日(水)、１５日（水）  ３回開催 

②平成２８年１０月５日（水）、１９日(水)、２６日（水）  ３回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  初心者向け３回コース（表千家のお作法を学ぶ） 

【参加者】   ①５７人 

         ②２０人 

【参加料】  １，０００円 

 

（ウ） こども茶道教室 

【時 期】  平成２８年７月２０日（水）、２７日(水)、８月３日（水）  ３回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  中学生以下の児童を対象とした茶道教室 

【参加者】  ７６人 

【参加料】  １，０００円 
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（エ） 国際交流茶の心 

【時 期】  平成２８年１１月１２日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  お茶の作法を学ぶ、在住外国出身者 

【参加者】  ７人 

【参加料】  無料 

 

（オ） 麓山の杜ホールコンサート  ４回開催 

▼ 【時 期】  平成２８年７月１７日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 ふれあいホール 

【内 容】  フラダンスショー（出演 あさか開成高校「チームＡＬＯＨＡ」） 

 ウクレレコンサート（出演 ウクレレ愛好会プア オリノ）  

【参加者】  １６０人 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１０月３０日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 ふれあいホール 

【内 容】  ふれあいホールコンサート（出演 琴伝流大正琴ドリームストリングス） 

【参加者】  ７０人 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１２月１１日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 ふれあいホール 

【内 容】  出演 ノア・トリオ、 ＴＫＭトリオ 

【参加者】  １2０人 

 

▼ 【時 期】  平成２９年３月１２日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 ふれあいホール 

【内 容】  弦楽四重奏演奏会（出演 ＮＯＡストリングカルテット） 

【参加者】  １２人 

 

（カ） 麓山の杜のチューリップを育てよう 

ａ チューリップの球根を掘り起こそう 

【時 期】  平成２８年６月１１日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 四季の花壇 

【内 容】  四季の花壇の球根を堀り、プレゼント 

【参加者】  ３０人 
  

ｂ チューリップの鉢植えつくり 

【時 期】  平成２８年１１月１２日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 ふれあいホール 

【内 容】  年間管理の講習と鉢植え作り 

【参加者】  １４人  



- 33 - 

ｃ チューリップ球根無料配布 

【時 期】  平成２８年１２月３日（土） 
【配布先】  ５町内商店会（麓山１丁目、麓山、細沼、池ノ台、虎丸）に園内の球根を配布 

【配布数】  約７，３５４球（チューリップの球根） 
 

（キ） 物つくり教室 
ａ 収納教室 

【時 期】  平成２８年４月２０日（水） 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  整理収納の基本を学ぶ 
【参加者】  １５人 

【参加料】  無料 
 

ｂ プリザーブド＆デコパージュ教室 
【時 期】  平成２８年７月１６日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  プリザーブドフラワーアレンジとせっけんのデコパージュつくり 

【参加者】  １８人 
【参加料】  １，０００円    

 
ｃ レザークラフト教室 

【時 期】  平成２８年７月３１日（日） 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  ペンケースつくり 
【参加者】  １６人 

【参加料】  ２，５００円 
 

ｄ 白磁ペイント教室 
【時 期】  平成２８年１０月２６日（水） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  ふた付き小物入れつくり 

【参加者】  １１人 
【参加料】  ２，５００円 

 
e トールペイント教室 

【時 期】  平成２８年１２月７日（水） 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  干支の組み木つくり 
【参加者】  １５人 

【参加料】  １，５００円 
 

f お正月縁起物教室  
【時 期】  平成２８年１２月１８日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  ミニ門松づくり 

【参加者】  ２０人 
【参加料】  １，５００円 
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イ 緑化啓発 

（ア） 園芸教室 
【時 期】  平成２８年４月２３日（土）～平成２９年２月２５日（土） １０回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】   ①平成２８年 ４月２３日（土） 母の日の寄せ植え 

②平成２８年 ５月２８日（土） 野菜の寄せ植え 
③平成２８年 ６月２５日（土） 果樹を使った寄せ植え 

④平成２８年 ７月２３日（土） 観葉植物（多肉）の寄せ植え 
⑤平成２８年 ９月２４日（土） 苔玉 

⑥平成２８年１０月２９日（土） 球根の寄せ植え 
⑦平成２８年１１月２６日（土） クリスマスリース  

⑧平成２８年１２月１７日（土） お正月の花 
⑨平成２９年 １月２８日（土） 春の生花アレンジ 

⑩平成２９年 ２月２５日（土） ひなまつりに飾る生花アレンジ 
【参加者】  １４５人 

【参加料】  ２，０００円 
 

（イ） プリザーブドフラワーアレンジメント教室 
【時 期】  平成２８年４月１６日（土）～平成２９年３月４日（土）  １２回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  ①平成２８年 ４月１６日（土） 母の日スイーツアレンジ 

②平成２８年 ５月２１日（土） フルーツバスケット 
③平成２８年 ６月 ４日（土） サマーリース 

④平成２８年 ７月 ９日（土） プリザーブドフラワーとリボンのブーケ 
⑤平成２８年 ８月２７日（土） オーバルドームのアレンジ 

⑥平成２８年 ９月１０日（土） プリアート 
⑦平成２８年１０月２２日（土） ゆらゆらハンガーアレンジ 

⑧平成２８年１１月１２日（土） テーブルデコレーション 
⑨平成２８年１２月 ３日（土） ほっこりクリスマスアレンジ 

⑩平成２９年 １月２１日（土） バレンタインアレンジ 
⑪平成２９年 ２月１８日（土） ひなまつりに飾る生花アレンジ 

⑫平成２９年 ３月 ４日（土） ＢＯＸアレンジ 
【参加者】  １６７人 

【参加料】  ３，５００円 
 

（ウ） ゆかた着付け教室 
【時 期】  平成２８年６月１８日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 くつろぎ施設 
【内 容】  ひとりで着るゆかた 

【参加者】  ９人 
【参加料】  １，２００円 

 
（エ） まちなかふれあいウォーク  ２回開催 

▼ 【時 期】  平成２８年６月２６日（日） 
【会 場】  堂前地区 

【内 容】  堂前地区周辺歴史探訪 
【参加者】  １７人 

【参加料】  無料 
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▼ 【時 期】  平成２８年９月２５日（日） 

【会 場】  清水台地区 
【内 容】  清水台地区周辺歴史探訪 

【参加者】  ２０人 
【参加料】  無料 

 
（オ） 麓山の杜文化祭（作品発表会） 

【時 期】  平成２８年１１月２２日（火）、２３日（水） ２日間開催 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設・ふれあいホール 

【内 容】  ･体験教室（２２日 プリザーブドフラワー、２３日 レザークラフト、ポーセリンアート） 
 ・各種教室作品展示会（２日間展示） 

絵手紙・パッチワーク、トールペイント、レザークラフト、プリザーブドフラワー、 
ポーセリンアート、ニット製品、カルトナージュ 

【参加者】  ２０８人 
 

（カ） 初歩の華道教室 
【時 期】  平成２８年９月３日（土）、１０月１日(土)、１１月５日（土）  ３回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  華道の基礎講座（池坊）         

【参加者】  ２０人 
【参加料】  １，５００円 

 
（キ） 草花苗無料配布 

【時 期】  平成２８年１１月２２日（火）、１２月３日（土）、平成２９年３月１２日（日） 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設・くつろぎ施設 

【内 容】  施設来場者に対する緑化啓発用草花の無料配布 
①平成２８年１１月２２日（火） ビオラ １００ポット 

②平成２８年１２月 ３日（土） ビオラ ５０ポット 
③平成２９年 ３月１２日（日） プリムラポリアン １２０ポット 

 
ウ 情報発信 

 ウェブサイトによるＰＲ活動 
【時 期】  平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金） 

【内 容】  ２１世紀記念公園独自のウェブサイトによる施設案内、イベント紹介のほか、郡山 
市等関係団体ウェブサイトに施設案内、イベント紹介を掲載 

【閲覧者】  ８，３５２件 （２１世紀記念公園ウェブサイト閲覧数） 
 

(３) 地域緑化推進事業 
市内における緑地環境の普及拡大と市民の緑化意識の啓発を図り、もって地域の活性化と潤い 

のあるまちづくりに寄与するため、次の事業を実施した。 
 

ア 緑地環境の普及拡大 
（ア） 記念樹交付 

【時 期】  平成２８年４月１７日（日）～平成２９年３月５日（日）  ７回 
【内 容】  郡山市民を対象に、住宅の新築、購入の記念として記念樹を交付 

【交付数】  ３６３本 
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（イ） みどりの講習会 

ａ 記念樹の初歩の育て方及び季節のワンポイントアドバイス 

【時 期】  平成２８年４月１７日（日）～平成２９年３月５日（日）  ７回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 芝生広場または交流施設 

【内 容】 ①平成２８年 ４月１７日（日） 針葉樹の剪定、宿根草の植込み 

②平成２８年 ５月２２日（日） 常緑樹の剪定、芝生の管理 

③平成２８年 ６月１９日（日） 殺虫・殺菌剤の散布について 

④平成２８年 ９月１１日（日） 秋の植替えについて(今が適期の植物) 

⑤平成２８年１０月１６日（日） パワーアップさせた木酢液の作り方 

⑥平成２８年１１月１３日（日） 土壌改良と寒肥について、冬越しの仕方 

⑦平成２９年 ３月 ５日（日） 庭先果樹栽培について 

【参加者】  記念樹交付者及び一般市民希望者 

 

b ハナカツミ講習会（市の花普及） 

【時 期】  平成２８年４月１０日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  ハナカツミの苗を鉢に植え、適期の植え方、年間管理の講習 

【参加者】  １５人 

 

c エコ教室 「テラリウムつくり」 

【時 期】  平成２８年７月１０日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  緑の優しい環境づくり講習、ガラスの器に緑・花を植える 

【参加者】  １５人 

 

ｄ 緑化フェア ハナカツミの苔玉つくり（市の花普及） 

【時 期】  平成２８年１０月２日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク レストラン前通路 

【内 容】  ハナカツミと季節の花を苔玉にする 

【参加者】  ３０人 

 

ｅ 緑化フェア 緑の相談  

【時 期】  平成２８年１０月２日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク レストラン前通路 

【内 容】  緑に関すること（庭などの花木や草花、芝生管理）の相談対応 

【参加者】  ３人 

 

（ウ） 地域緑化木交付 

【時 期】  平成２８年５月 

【件 数】  1件 

【交付先】  緑ヶ丘地区明るいまちづくり推進委員会 

【内 容】  アジサイ ４０本  藤 １本 
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（エ） 苗木・草花無料配布 

▼ 【時 期】  平成２８年４月１６日（土） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 再オープン 

【内 容】  再オープン来場者に対して草花苗を無料配布  

 ミニバラ           ３００ポット 

 

▼ 【時 期】  平成２８年７月１７日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  「麓山の杜ホールコンサート」来場者に対して草花苗を無料配布 

 カラシ苗          １００ポット 

 

▼ 【時 期】  平成２８年１１月２３日（水） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  「麓山の杜文化祭」来場者に対して草花苗を無料配布 

 リーガスベゴニア     １００ポット 
 

▼ 【時 期】  平成２８年１２月１１日（日） 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  「麓山の杜ホールコンサート」来場者に対して草花苗を無料配布 
 リーガスベゴニア     １００ポット 

 
イ 生垣設置助成 

【件 数】 １９件 
【総 延 長】 ２２１．５４ｍ 

【対象事業費】 ２，４４５，３７８円 
【助 成 額】 ９４５,０００円 

 

ウ 緑化推進事業情報提供 

（ア） 緑化啓発普及用及び事業案内等パンフレット配布 

ａ 記念樹交付申請書 ５,０００部 

ｂ 生垣助成申請書 ３,０００部 

ｃ 事業案内チラシ ３,０００枚 

ｄ 記念樹（樹木）の植栽方法と管理パンフ ３６３部 

ｅ 贈呈券付きハガキ(記念樹交付案内) ３６３枚 

 

（イ） パンフレット等の配布による緑化意識の啓発 

緑の拠点｢みどり通信｣の発行 

【時 期】  平成２８年４月～平成２９年３月  随時（年４回） 

【発行枚数】  ６００枚 

【内   容】  季節の樹木管理方法、庭の除染方法、花壇作りのアドバイスなど 

【配布方法】  ウェブサイト「麓山の杜」に掲載及びイベント、窓口で配布 

記念樹交付日に配布 
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(４) 公園利用者サービス事業(収益事業) 

公園利用者の利便性の向上を図ることで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、次の事業を実施した。 

 

ア 食堂の運営 － 軽食メリーゴーランド 

【期 間】  平成２８年 ４月 １日（金）～１１月 ６日（日）、 

平成２９年 ３月１８日（土）～３１日（金） 

（土、日、祝日、夏休み期間、春休み期間） 

平成２８年１２月２４日（日）（クリスマス特別営業） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター、ドリームランド内 

【内 容】  ご飯類、麺類、ジュース類等 ６７品目 

【販売数】  延べ６５，４５８食 

 

イ 売店の運営 

【期 間】  平成２８年 ４月 １日（金）～１１月 ６日（日）、 

平成２９年 ３月１８日（土）～３１日（金） 

（土、日、祝日、夏休み期間、春休み期間） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド内 

【内 容】  地元特産品、キーホルダー、おもちゃ等 
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事業報告の附属明細書 

 

  平成２８年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に

規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 

 

 

 


