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事 業 概 要 

 

平成２５年度は、郡山市のほとんどの指定管理施設において、新たな指定期間(平成２６年度から平

成３０年度までの５年間)における指定管理者の申請時期にあたりました。当公社は、従来から管理運営

を行ってきた郡山ユラックス熱海、郡山石筵ふれあい牧場、郡山カルチャーパークなど６施設に関し

て、引き続き指定を受けるべく指定申請を行いましたが、郡山ユラックス熱海など３施設が指定されなか

ったことなど、今後の財団運営に大きな影響を与えた一年であったと考えています。 

そのような中で、平成２５年１０月６日には当公社が平成元年の開館以来管理運営してきた郡山ユラ

ックス熱海の入館者数が１，０００万人を達成したのをはじめ、郡山石筵ふれあい牧場や郡山カルチャ

ーパークの屋外施設においては、親子向けイベントなどを中心とした各種事業の展開により、多くの家

族連れ利用者などが訪れたことで、震災後に大幅に落ち込んだ利用者数も順調に回復しているところ

であります。 

その結果、管理施設の全体的な利用者数は前年度と比較して約６％増加の１，４３１，５４９人、利用

料金収入が約５．９％増加の２２０，８３８，６３２円となったところであります。 

 

 

《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２５年度 平成２４年度 

郡山ユラックス熱海 ３１７，３４１ ３２７，６３３ △１０，２９２ 

磐梯熱海アイスアリーナ ８６，１４６ ７２，２５７ １３，８８９ 

磐梯熱海スポーツパーク ５４，７７０ ６２，０８３ △７，３１３ 

郡山石筵ふれあい牧場 １０４，９３３ ８５，８４１ １９，０９２ 

郡山カルチャーパーク ８５０，９２２ ７８５，６６２ ６５，２６０ 

２１世紀記念公園 １７，４３７ １７，３５２ ８５ 

合     計 １，４３１，５４９ １，３５０，８２８ ８０，７２１ 

 
 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２５年度 平成２４年度 

郡山ユラックス熱海 ８３，９７４，７９１ ８９，６１７，９９５ △５，６４３，２０４ 

磐梯熱海アイスアリーナ ２８，３０３，５２０ ２７，４２４，４５５ ８７９，０６５ 

磐梯熱海スポーツパーク ７，２７１，４６７ ７，１４３，９４０ １２７，５２７ 

郡山石筵ふれあい牧場 １４，６７６，１５０ １２，７９４，６７０ １，８８１，４８０ 

郡山カルチャーパーク ８４，１３７，０３２ ６９，２４１，４７２ １４，８９５，５６０ 

２１世紀記念公園 ２，４７５，６７２ ２，２５８，４９８ ２１７，１７４ 

合     計 ２２０，８３８，６３２ ２０８，４８１，０３０ １２，３５７，６０２ 
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Ⅰ 事 業 報 告  

 

１ 観光の振興に関する事業 （観光振興事務所）  

 

（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２５年４月１日(月)～平成２６年３月３１日(月) 

【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 

宿泊、交通に関すること ２，１２１件 

文化財及び史跡に関すること １，９９９件 

レジャーに関すること ８７７件 

食事に関すること ５２２件 

コンベンションに関すること ４１８件 

お土産に関すること ２９４件 

温泉に関すること ４６２件 

その他（駅構内及び周辺の案内等） ３，６００件 

合計 １０，２９３件 

                                              ※前年度  １２，０２２件 
 

（イ） 観光案内所だよりの作成・配布 

【時 期】  平成２５年４月～平成２６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付 
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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 件   数 

１ アメリカ ６７人 

２ 台湾 ５９人 

３ 中国 １４人 

４ 香港 ５人 

５ タイ ５人 

６ インド ４人 

７ カナダ ３人 

８ モンゴル ３人 

９ ドイツ ３人 

10 オーストラリア ３人 

11 オランダ ２人 

12 フランス ２人 

13 イギリス ２人 

14 スウェーデン ２人 

15 韓国 １人 

16 デンマーク １人 

合        計 １７６人 

                                            ※前年度 １６ヵ国 １３５人 
 

（イ） 観光案内所職員の研修会参加 
ａ 平成２５年度「ビジット・ジャパン案内所」研修会   
【時 期】  平成２６年２月２０日（木）～２１日（金） 
【主 催】  日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 
【会 場】  （２／２０）フクラシア東京ステーション （２／２１）日本アセアンセンター 
【内 容】  ・講演「訪日旅行者の動向及び受け入れについて」等 

・グループディスカッション 他 

 

ウ 研修会等への参加 
（ア） 「平成２５年度先進事例視察研修」  

【時 期】  平成２５年６月６日（木）～７日（金） 
【主 催】  栃木・南東北国際観光テーマ地区推進協議会 
【会 場】  仙台市内、松島周辺  
【内 容】  仙台・宮城デスティネーションキャンペーン取組状況視察研修 

 
（イ） 「仙台駅、郡山駅サービス品質推進合同意見交換会」   

【時 期】  平成２５年７月１１日（木） 

【主 催】  郡山駅 
【会 場】  仙台駅会議室 

【内 容】  仙台・宮城ＤＣに仙台おもてなしステーションＰＴの取り組みについて 
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（ウ） 第１回南東北地域観光案内人広域交流研修   

【時 期】  平成２５年１０月１５日（火） 
【主 催】  国土交通省東北運輸局 

【会 場】  コラッセふくしま 
【内 容】  ・講演「地域の魅力発信について ～ひとの心をくすぐる情報発信、 

 ひとを動かすコミュニケーション～」 
・ワークショップ 他  

 
（エ） 「ふくしまＤＣに向けた企画会議と南相馬市内研修」 

【時 期】  平成２６年２月４日（火） 
【主 催】  広域交流研修事務局 

【会 場】  南相馬地域、ふくしまＮＰＯネットワークセンター 
【内 容】  ・福島県沿岸部の観光復興の取組みの視察、情報共有 

・広域交流研修でのアイディア「ふくしま花（華）の大回廊」について 
 

（オ） 「福島県おもてなし研修会」 
【時 期】  平成２６年２月１９日（水） 

【主 催】  福島県観光交流課 
【会 場】  ホテル華の湯 

【内 容】  ・ふくしまデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）の概要について 
・会話力の向上のための基礎・実践研修 他 

 
（カ） 第２回南東北地域観光案内人広域交流研修   

【時 期】  平成２６年３月５日（水） 
【主 催】  国土交通省東北運輸局 

【会 場】  住友生命仙台ビル 
【内 容】  ・講演「被災体験を風化させない観光の取り組み」 

・ワークショップ 他  
 

（２） 地域連携を核とした観光交流推進事業  

大型コンベンション機能を有する郡山ユラックス熱海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することで、交流人口と市民交流の拡大を推進し、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 

【時 期】  平成２５年７月２０日（土）～８月３１日（土） 
【内 容】  夏休み期間中の磐梯熱海温泉旅館・ホテル宿泊者に対して郡山ユラックス熱海健

康温泉又は温水プールの無料招待券を進呈 
【利用者】  ３８８人 

 
ｂ オータム・ウインターキャンペーン 
【時 期】  平成２５年１０月１日（火）～平成２６年１月３１日（金） 

【内 容】  秋の行楽シーズンの磐梯熱海温泉旅館・ホテル宿泊者に対して郡山ユラックス熱
海健康温泉又は温水プールの無料招待券を進呈 

【利用者】  １６５人 
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c 各種大会、スポーツ合宿等の誘致活動 

平成２４年度に実施したアンケート結果に基づき、具体的な誘致活動計画を策定することとし

ていたが、平成２６年度からの郡山ユラックス熱海等３施設の指定管理者に指定されなかった

ことから中止した。 

 

（イ） 地元飲食店等利用促進事業 

【時 期】  平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

【内 容】  地元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郡山ユラックス

熱海の健康温泉、温水プール２割引券の配布 

【利用者】  ３，０３６人 

 

イ 観光交流推進 

（ア） 季節イベントの実施 
ａ ユラックスまつり 

【時 期】  平成２５年６月９日（日） 
【会 場】  郡山ユラックス熱海  

【内 容】  温水プール及び多目的ホールの無料開放 
【参加者】  １，２７８人   

 
ｂ ユラックス縁日   磐梯熱海温泉萩姫まつり併催事業 

【時 期】  平成２５年８月４日（日） 
【会 場】  郡山ユラックス熱海 

【内 容】  ・地元商工会等飲食物販売 
・縁日コーナー（射的、スーパーボールすくい等） 

・温水プール及び多目的ホール無料開放 
・移動動物園（畜産振興事務所） 等 

【参加者】  １，３５０人 

    

ｃ 観光名勝地親子日帰りバスツアー 「たのしもう！こおりやまの素敵なところ」 

【時 期】  平成２５年９月１５日（日） 

【内 容】  郡山市の観光資源を積極的にＰＲするため、郡山ユラックス熱海と磐梯熱海温泉

との連携を図り、市内在住の親子を対象としたバスツアーを実施 

         《バスツアー行程》 

郡山ユラックス熱海集合 → 猪苗代志田浜 → サニーランド湖南 → 郡山布引風の高原 

→ 湖南浄化センター → 郡山ユラックス熱海着 

【参加者】  親子１９組 ５１人 

【参加料】  無料 

 

ｄ ユラックス感謝の日 

【時 期】  平成２５年１０月６日（日） 

【会 場】  郡山ユラックス熱海 

【内 容】  ・温水プール及び多目的ホール無料開放 

・とん汁無料配布 

【参加者】  ３１４人        
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ｅ 季節の湯・香り湯  

【時 期】  毎月第４日曜日 

【会 場】  郡山ユラックス熱海 健康温泉（各露天風呂） 

【内 容】  健康温泉利用者のサービス及び利用促進を図るため、毎月種類の違う香りの湯を

実施   ※ひのき、菖蒲、ラベンダー、びわの葉、桃の葉等 

【利用者】  延べ９，６９１人 
 

ｆ 健康相談 － 公益財団法人郡山市健康振興財団連携 

【時 期】  平成２５年５月･７月･９月･１１月（４回） 

【会 場】  郡山ユラックス熱海 

【内 容】  施設の利用促進を図るため、郡山ユラックス熱海利用者に対して無料健康相談を

実施 

【利用者】  ７７人 

 

（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２５年４月８日（月） 

【内 容】  市民交流の拡大と地域への誘客活動の一環として、各小学校の新入生に対して

健康温泉、温水プール無料招待券を１人につき２枚贈呈(共通招待券)   
 

ｂ 健康温泉、温水プールの管理運営 

施設名 施設内容等 利用者数 利用料金収入 

健康温泉 

<営業時間>  

  午前９時～午後９時 

<浴槽の種類> 

   全身湯、サウナ、露天風呂、 

   打たせ湯、陶器風呂  他 

１６２，３３０人 ５５，４８７，９６０円 

温水プール 

<営業時間>  

  午前９時３０分～午後８時３０分 

<種類> 

  ２５ｍ温水プール(日水連公認) 

  幼児用温水プール 

３９，１２８人 １０，８６０，６８０円 

合      計 ２０１，４５８人 ６６，３４８，６４０円 

               ※前年度  健康温泉   １６６，１０７人  ５７，８３０，４６０円  
  温水プール   ３９，８６１人  １０，９８８，０９０円  
 

ｃ 郡山ユラックス熱海入館者１，０００万人達成記念セレモニー 
【時 期】  平成２５年１０月６日（日） 

【会 場】  郡山ユラックス熱海 
 

（ウ） 日本水泳連盟公認温水プールの活用 
ａ 初心者水泳教室（講師 郡山市水泳協会) 

【時 期】  平成２５年６月２４日(月)～２７日(木) 
【会 場】  郡山ユラックス熱海 温水プール 

【内 容】  うでかき、バタ足、呼吸法の習得等 
【対 象】  １８才以上の初心者  

【参加者】  １０人 
【参加料】  無料  
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ｂ こども水泳教室（講師 郡山市水泳協会) 

【時 期】  平成２６年３月２４日(月)～２６日(水) 

【会 場】  郡山ユラックス熱海 温水プール 

【内 容】  水に慣れ、ビート板で楽しく泳ぐ 

【対 象】  小学校１年生から３年生まで  

【参加者】  ２７人 

【参加料】  無料 

 

ｃ 水泳合宿、水泳大会等の誘致活動   

平成２４年度に実施したアンケート結果に基づき、具体的な誘致活動計画を策定することとし

ていたが、平成２６年度から郡山ユラックス熱海の指定管理者が変更となることに伴い中止し

た。 

 

ウ 観光需要に関する調査 
（ア） 観光客アンケートの実施 

当該アンケートは、郡山ユラックス熱海を拠点とした周辺観光地等の一層の振興を図るた

め、観光客のニーズに関する調査を行うものであったが、平成２６年度から郡山ユラックス熱海

等の指定管理者が変更となることに伴い中止した。 

 

エ 情報発信 
（ア） ダイレクトメールによるＰＲ及び広告 

当該ダイレクトメールは、郡山ユラックス熱海や周辺観光地等への誘客を目的として首都圏

の大学、旅行代理店等に対し行うものであったが、平成２６年度から郡山ユラックス熱海等の指

定管理者が変更となることに伴い中止した。 
 

（イ） 出前足湯の実施 

ａ ふくしまラーメンショー２０１３ 

【時 期】  平成２５年５月５日（日）～６日（月） 

【会 場】  開成山公園 

【利用者】  ３７６人 

 

ｂ 元気応援！！郡山わくわくフェスタ 

【時 期】  平成２５年７月６日（土）～７日（日） 

【会 場】  なかまち夢通り 

【利用者】  １４５人 

      

ｃ 第１９回市民ふれあいフェスティバル「郡山の農業・観光物産展」 

【時 期】  平成２５年１０月１８日（金）～２０日（日） 

【会 場】  郡山市総合体育館 

【利用者】  １６８人 
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ｄ 第７回まるごとけんこうフェア 

【時 期】  平成２５年１０月２７日（日） 

【会 場】  郡山市保健所 

【利用者】  １３人 
              

ｅ ウィンターフェスティバル２０１３ 

【時 期】  平成２５年１１月３日（日） 

【会 場】  なかまち夢通り 

【利用者】  １２０人    
 

ｆ 磐梯熱海温泉「第１７回つるりんこ祭」 

【時 期】  平成２５年１２月１日（日） 

【会 場】  磐梯熱海スポーツパーク 郡山スケート場 

【利用者】  ２２０人    
 

（ウ） 全国規模のコンベンション展示会（第２３回国際ミーティング・エキスポ）への出展 

【時 期】  平成２５年１２月１０日（火）～１１日(水) 

【会 場】  東京国際フォーラム 

【内 容】  国内で唯一のコンベンション・トレードショーとして全国のコンベンション都市が多

数参加した中で誘致活動を実施 
 

（エ） ウェブサイト活用による情報発信 

【時 期】  平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日(月)  

【内 容】  郡山ユラックス熱海独自のウェブサイトによる貸館状況等施設案内やイベント紹介

のほか、郡山市等関係団体ウェブサイトに施設案内及びイベント紹介等を掲載 

【閲覧数】  １７７，９９２件 （郡山ユラックス熱海ウェブサイト閲覧数） 
 

オ コンベンション施設の運営 

施設名 
利用者 

利用料金収入 
件数 人数 

多目的ホール ２５７件 ５４，５４８人 ７，５０２，０８４円 

大会議室 ２８０件 ４０，３５０人 ５，５０５，１９５円 

第１小会議室 ２７８件 ３，１５０人 ６９０，３４０円 

第２小会議室 ２４７件 ４，６２２人 ８４２，６７１円 

第３小会議室 ２４２件 ６，０３５人 １，２１３，８４０円 

第４小会議室 ２２０件 ６，１５７人 １，０１５，８６０円 

特別会議室 ９０件 １，０２１人 ８５６，１６１円 

合   計 １，６１４件 １１５，８８３人 １７，６２６，１５１円 

                                 ※前年度    １２１，６６５人   ２０，７９９，４４５円 
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（３） 利用者付加サービス事業（収益事業）  

家族連れ又は健康温泉利用者の利便性向上を図り、もって利用の増大に寄与するため、次の収

益事業を実施 

ア マッサージ機設置事業 

【時 期】  平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

【会 場】  郡山ユラックス熱海 健康温泉ロビー 

【設置台数】  マッサージチェア４台、乗馬１台 

【利用者】  １０，５９９人 

【使用料収入】  １，０５９，９００円 (１回１００円) 
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２ スポーツの振興に関する事業 （観光振興事務所）    

 

（１） 磐梯熱海アイスアリーナにおけるスポーツ振興事業  

県内唯一の屋内スケート場として、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、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 スポーツの普及啓発 

（ア） 磐梯熱海アイスアリーナの運営 

時    期 区   分 利用者数 利用料金収入 

夏期シーズン 

 <期間>H25.5.1～9.30 

 <時間>午前9時～午後9時 

テニス･バドミントン等 ８，６６２人 ４０８，８６４円 

展示会等 １８，９６１人 １，０７０，５８１円 

附属設備（控室等） ２，１４２人 １６６，２０７円 

小計 ２９，７６５人 １，６４５，６５２円 

冬期シーズン 

 <期間>H25.11.1～H26.3.31 

 <時間>午前9時～午後9時 

個人利用 ２８，４０８人 ７，３７９，４００円 

専用利用 １４，０７５人 ９，８３７，５３４円 

附属設備（貸靴、控室等） １３，８９８人 ９，４４０，９３４円 

小計 ５６，３８１人 ２６，６５７，８６８円 

合        計 ８６，１４６人 ２８，３０３，５２０円 

    ※前年度    ７２，２５７人   ２７，４２４，４５５円 

 

（イ） 初心者テニス教室（講師 郡山市テニス協会） 

【時 期】  平成２５年５月２０日(月)～２４日(金) 

【対 象】  一般 

【会 場】  磐梯熱海アイスアリーナ 

【内 容】  ラケットの正しい握り方、サーブ・ボレーの打ち方等 

【参加者】  ６人 

【参加料】  無料 

 

（ウ） 初心者スケート教室（講師 公社職員） 

【時 期】  平成２６年２月１１日（火） 

【対 象】  小学生以上の初心者 

【会 場】  磐梯熱海アイスアリーナ 

【内 容】  スケート靴で歩く、滑る、止まるなど基礎動作等 

【参加者】  ５０人 

【参加料】  無料 
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（エ） 学校完全週休２日制に伴う施設の無料開放 

【時 期】  平成２５年１１月１日（金）～平成２６年３月３１日（月）  

【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、中学校の

児童生徒及び保護者に対して毎週土曜日午前９時から正午まで施設の無料開放 

【利用者】  ７９４人 

 

（オ） スポーツ大会誘致事業 

平成２４年度に実施したアンケート結果に基づき、具体的な誘致活動計画を策定することとし

ていたが、平成２６年度から磐梯熱海アイスアリーナ等の指定管理者が変更となることに伴い

中止した。 

 

（カ） 市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  平成２５年４月８日（月） 

【内 容】  スポーツを通じて児童・青少年の健全な育成に寄与するため、各小学校の新入生

に対して冬期アイススケート無料滑走券を１人につき２枚贈呈(共通招待券) 

         

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 

平成２４年度に実施したアンケート結果に基づき、具体的な誘致活動計画を策定することとし

ていたが、平成２６年度から磐梯熱海アイスアリーナ等の指定管理者が変更となることに伴い

中止した。 

 

（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２５年１１月１日（金）～平成２６年３月３１日（月） 

【内 容】  冬季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てアイススケー

ト無料滑走券を進呈 

【利用者】  ３４４人     

 

（ウ） 冬期再オープンイベント 

【時 期】  平成２５年１１月３日（日） 

【内 容】  ・ビンゴゲーム 

・お菓子プレゼント(小学生以下) 

・フィギュアスケート模範演技 

【利用者】  ２２６人 

 

（エ） ウインターフェスタ ― つるりんこ祭連携事業 

【時 期】  平成２５年１２月１日（日） 

【内 容】  風船プレゼント 

【利用者】  ２００人 
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ウ 情報発信 

（ア）ダイレクトメールによるＰＲ及び広告 

当該ダイレクトメールは、郡山ユラックス熱海や磐梯熱海アイスアリーナ及び周辺観光地等へ

の誘客を目的として首都圏の大学、旅行代理店等に対し行うものであったが、平成２６年度から

磐梯熱海アイスアリーナ等の指定管理者が変更となることに伴い中止した。 
 

（イ） ウェブサイト活用による情報発信 

【時 期】  平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日(月) 

【内 容】  磐梯熱海アイスアリーナ独自のウェブサイトによる施設案内・イベント紹介等のほ

か、郡山市等関係団体ウェブサイトに施設案内・イベント紹介等を掲載 

【閲覧数】  ７５，４８６件 （磐梯熱海アイスアリーナウェブサイト閲覧数）  
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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  

スピードスケート公式４００ｍリンクを備えた県内唯一の屋外スケート場を含めた複合スポーツ施設

としての機能を積極的にＰＲし、スポーツ大会等の誘致活動を行うとともに、市民の健康増進及び市

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 スポーツの普及啓発 

（ア） 磐梯熱海スポーツパークの運営 

施設名 区  分 利用者数 利用料金収入 

体育館 

 <期間>H25.4.1～H26.3.31 

 <時間>午前9時～午後9時 

個人利用 ６２２人 ５７，３７０円 

団体利用 １９，１７３人 １，４９８，９９６円 

小計 １９，７９５人 １，５５６，３６６円 

多目的グランド 

 <期間>H25.4.1～H26.3.31 

 <時間>午前9時～午後9時 

－ ７，６７３人 ４６１，５０１円 

熱海サッカー場 

 <期間>H25.4.1～H26.3.31 

 <時間>午前9時～午後6時 

－ ７，４０２人 ４９１，２００円 

郡山スケート場 

 <期間>H25.4.1～10.31 

       H25.12.1～H26.2.28 

 <時間>午前9時～午後5時 

夏期 
 （４月1日～１０月３１日） ５４９人 １１７，７００円 

冬期 
 （12月1日～2月28日） １９，３５１人 ４，６４４，７００円 

小計 １９，９００人 ４，７６２，４００円 

合       計 ５４，７７０人 ７，２７１，４６７円 

     ※前年度    ６２，０８３人   ７，１４３，９４０円 

 

（イ） 学校完全週休２日制に伴う施設の無料開放 

【時 期】  体育館   平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

        郡山スケート場   平成２５年１２月１日（日）～平成２６年２月２８日（金）  

【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、中学校の

児童生徒及び保護者に対して毎週土曜日午前９時から正午まで施設の無料開放 

【利用者】  ２９９ 人 

 

（ウ） スポーツ大会誘致事業 

平成２４年度に実施したアンケート結果に基づき、具体的な誘致活動計画を策定することとし

ていたが、平成２６年度から磐梯熱海スポーツパーク等の指定管理者が変更となることに伴い

中止した。 
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（エ） 市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  平成２５年４月８日（月） 

【内 容】  スポーツを通じて児童・青少年の健全な育成に寄与するため、各小学校の新入生

に対して郡山スケート場のアイススケート無料滑走券を１人につき２枚贈呈(共通招

待券) 

        

（オ） サッカー教室（講師 福島県サッカー協会） 

【時 期】  平成２５年１１月３０日（土） 

【会 場】  磐梯熱海スポーツパーク 体育館 

【内 容】  ドリブル、パス、シュートの基礎的練習 

【対 象】  小学生 

【参加者】  ２２人 

【参加料】  無料 

 

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 

平成２４年度に実施したアンケート結果に基づき、具体的な誘致活動計画を策定することとし

ていたが、平成２６年度から磐梯熱海スポーツパーク等の指定管理者が変更となることに伴い

中止した。 

 

（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２５年１２月１日（日）～平成２６年２月２８日（金） 

【内 容】  冬期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て郡山スケート

場のアイススケート無料滑走券を進呈 

【利用者】  １２８人  

 

（ウ） スケートの日 

【時 期】  平成２６年１月１２日（日）  ※平成２６年２月９日（日）は荒天のため中止 

【内 容】  氷上ボウリングゲーム、お菓子プレゼント等 

【利用者】  １，００８人 

 

（エ） ウインターフェスタ ― つるりんこ祭連携事業 

【時 期】  平成２５年１２月１日（日） 

【内 容】  出前足湯 

【利用者】  ２２０人 
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ウ 情報発信 

（ア） ダイレクトメールによるＰＲ及び広告 

当該ダイレクトメールは、郡山ユラックス熱海や磐梯熱海スポーツパーク及び周辺観光地等

への誘客を目的として首都圏の大学、旅行代理店等に対し行うものであったが、平成２６年度か

ら磐梯熱海スポーツパーク等の指定管理者が変更となることに伴い中止した。 

 
（イ） ウェブサイト活用による情報発信 

【時 期】  平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日(月) 

【内 容】  磐梯熱海スポーツパーク独自のウェブサイトによる施設案内・イベント紹介等のほ

か、郡山市等関係団体ウェブサイトに施設案内・イベント紹介等を掲載 

【閲覧数】  ４２，０４７件 （磐梯熱海スポーツパークウェブサイト閲覧数）  
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３ 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２５年４月２０日（土）～平成２５年１１月１０日（日） 

【内 容】  馬、ポニー、ロバ、山羊、緬羊、ウサギ 他 
【利用者】  ９４，４３９人  

 

《ふれあい動物園用家畜飼養管理状況》 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ｈ２５．４．１ 生産（導入） 販売等 へい死 Ｈ２６．3．31 

雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 

馬 
成畜 ４ ２       ４ ２ 

仔畜           

ポニー 
成畜 ６ ２       ７ ２ 

仔畜 １          

ロバ 
成畜 ２ １       ３ １ 

仔畜 １          

山羊 
成畜 １０ ３  （２） ２  １ １ １４ ４ 

仔畜 ６ ９ １７ １３ ４ １２ １ ４ １１ ６ 

緬羊 
成畜 ２１ ５   １  ４ ２ １７ ３ 

仔畜 ７ ７ ８ ６ ４ ７  １ １０ ５ 

ウサギ 
成畜 ２６ １０   １ ３ ６ ３ ２１ ７ 

仔畜  １９ ５  ９ 

アヒル 
成鳥 ６ ２   １ １ ２  ３ １ 

小鳥      

ガチョウ 
成鳥 ４ ２       ４ ２ 

小鳥      

日本鶏 
成鳥 １６ ８     １１ ５ ５ ３ 

小鳥      

クジャク 
成鳥 ３ ２       ３ ２ 

小鳥      

モルモット 
成畜 １０ ４     ２ ３ １５ ５ 

仔畜  １２  １  

合  計 １８０ ７７ ４１ ４７ １６９ 
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（イ） 移動動物園 

▼ 【時 期】  平成２５年６月４日（火） 

【会 場】  郡山女子大学附属幼稚園 

【内 容】  ウサギ１０羽、モルモット５匹、山羊３頭、ロバ２頭 

【出展料】  ２０，０００円 

 

▼ 【時 期】  平成２５年６月１１日（火） 

【会 場】  スプリングガーデンあさか 

【内 容】  ウサギ１０羽、モルモット５匹、山羊３頭、ロバ２頭 

【出展料】  ２０，０００円 

 

▼ 【時 期】  平成２５年７月７日（日） 

【会 場】  なかまち夢通り 「元気応援！！郡山わくわくフェスタ」 

【内 容】  ウサギ３羽、モルモット７匹 

【出展料】  無料 

 

▼ 【時 期】  平成２５年９月１７日（火） 

【会 場】  うすい百貨店 

【内 容】  アヒル３羽 

【出展料】  １０，０００円 

 

▼ 【時 期】  平成２５年１０月８日（火） 

【会 場】  スプリングガーデンあさか 

【内 容】  ウサギ１０羽、モルモット５匹、山羊３頭、ロバ２頭 

【出展料】  ２０，０００円 

 

▼ 【時 期】  平成２５年１０月１９日（土） 

【会 場】  福島元気応援プロジェクト 

【内 容】  ウサギ６羽、モルモット６匹 

【出展料】  １０，０００円 

 

▼ 【時 期】  平成２５年１０月２７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６羽、モルモット６匹、山羊３頭、ロバ２頭 

【出展料】  ２０，０００円 
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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 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  ８７１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】  １６件  ６６６人 

【参加料】  1団体につき２，０００円 
 
（イ） バター作り体験 

【時 期】  毎月第１・３日曜日 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 
【参加者】  ２，７０６人 

・個人 １，３９８人 
・団体 ３０件 １，３０８人 

【参加料】  １人につき１回２００円 
 

（ウ） 羊毛フェルト教室への講師派遣等 

▼ 【時 期】  平成２５年４月２２日(月) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場  

【参加者】  ２７人 （ヨークベニマル労働組合） 

【参加料】  ５００円  
 

▼ 【時 期】  平成２５年６月４日(火) 

【会 場】  中央公民館 

【参加者】  １３人  

【参加料】  ５００円  
 

▼ 【時 期】  平成２５年６月８日(土) 

【会 場】  大槻町北公民館  

【参加者】  １１人 （久助林子ども会） 

【参加料】  ５００円  
 

▼ 【時 期】  平成２５年９月１０日(火) 

【会 場】  中央公民館 平成２５年転入女性はやまーゼ教室 

【参加者】  １１人  

【参加料】  ５００円  
 

▼ 【時 期】  平成２５年９月１５日(日) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 緬羊まつり 

【参加者】  ５人  

【参加料】  ５００円  
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▼ 【時 期】  平成２６年２月１３日(木) 

【会 場】  中央公民館 平成２５年転入女性はやまーゼ教室 

【参加者】  １１人  

【参加料】  ５００円  

 

▼ 【時 期】  平成２６年３月１６日(日) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク 

【参加者】  ８人  

【参加料】  ５００円  

   

（エ） 酪農体験 

▼ 【時 期】  平成２５年６月２７日(木)   

【体験者】  郡山市立熱海小学校 

【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２５年７月１０日(水)       

【体験者】  郡山市立郡山第二中学校 

【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】  １０人  

 

▼ 【時 期】  平成２５年７月１０日(水)       

【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】  ５人  

 

▼ 【時 期】  平成２５年７月１７日（水）～８月１日（木）  

【体験者】  インターンシップ 仙台総合ペット専門学校 

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌等 

【参加者】  ２人 

 

▼ 【時 期】  平成２５年７月２９日（月）～１９日（金）  

【体験者】  福島県立郡山養護学校初任者研修 

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌等 

【参加者】  １人 

 

▼ 【時 期】  平成２５年７月３０日（火）・３１日（水）  

【体験者】  平成２５年度小・中学校初任者研修 「教育研修センター」 

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌等 

【参加者】  ４人 

 

▼ 【時 期】  平成２５年８月１日（木）・２日（金）  

【体験者】  平成２５年度特別支援学校経験者研修Ⅱ  

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌等 

【参加者】  １人 
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▼ 【時 期】  平成２５年８月９日（金）～２２日（木）  

【体験者】  専門学園ちば愛犬動物フラワー学園 

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌等 

【参加者】  １人 

 

▼ 【時 期】  平成２５年１０月８日（火）  

【体験者】  郡山市立郡山第六中学校 

【内 容】  畜舎清掃、牛・馬のブラッシング、堆肥出し、給餌等 

【参加者】  ４人 

 

▼ 【時 期】  平成２５年１１月２２日（金）  

【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、給餌等 

【参加者】  ６人 

 

ウ 憩いとふれあい事業 

（ア） 市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  平成２５年４月８日（月） 

【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) 

 

（イ） 郡山石筵ふれあい牧場再オープン記念事業（地元熱海町婦人会との連携事業） 

【時 期】  平成２５年４月２０日（土） 

【内 容】   ･オープンセレモニー 

 ･豚汁の無料配布 

 ･先着２００名に粗品プレゼント 

【入場者】  １，５２９人 

 

（ウ） 夏休みこども体験 

【時 期】  平成２５年７月２８日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ・牛の乳搾り体験  

・バター作り体験  

・緬羊毛刈実演体験 

【入場者】  ９７０人  

 

（エ） 第１３回緬羊まつり 

【時 期】  平成２５年９月１５日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ・牧場産ラム肉及び牧場産ウインナー試食 

・緬羊レース 

・緬羊毛刈実演体験 

【入場者】  ２５７人 
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（オ） 第１９回牧場まつり 

【時 期】  平成２５年１０月１３日（日）～１４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 

・バター作り体験 

・落書きコーナー 

・大抽選会 等 

【入場者】  ９，５４２人(２日間) 

 

（カ） 郡山石筵ふれあい牧場感謝祭 

【時 期】  平成２５年１１月１０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】  １６１人 

 

エ 情報発信事業 

（ア） ダイレクトメールによるＰＲ及び広告  

【送付先】  地域への誘客を図るため、近隣の小学校及び幼稚園等に対してダイレクトメール

を実施 

【件 数】  ２６４件  

 

（イ） ウェブサイト活用による情報発信 

【時 期】  平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

【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】  １５６，４８７件 （郡山石筵ふれあい牧場ウェブサイト閲覧数）  

 

（ウ） リーフレット配布  

【時 期】  平成２５年６月・７月、平成２６年２月 

【内 容】  県内各観光地  

【件 数】  ５０件 

【配布数】  １０，０００枚 
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（２） 畜産調査研究事業     

ア 畜産農家支援事業 

（ア） 育成預託放牧事業 
※放牧場の除染作業に伴い中止 

 

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２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

【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 

個体識別番号 使用精液 授精時期 分娩時期 雌牛 雄牛   備考 

１３００９６３８９７ 性判別(ｻﾐｭｴﾛ) H24.7.3 H25.4.8 ○  譲渡（25.2.7） 

１２５６３６３７７２ 普通（ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ） H24.7.16 H25.4.24  ○ 販売(25.5.13) 

１２４２６４５４９３ 普通（ｼﾄﾞ） H24.7.21 H25.4.24  ○ 販売(25.5.13) 

１３００９６３８８０ 性判別(ｺﾞー ﾙﾄﾞﾁｯﾌ )゚ H24.7.31 H25.5.1 ○   

１３００９６３９１０ 性判別(ｻﾐｭｴﾛ) H24.9.6 H25.6.12 ○  譲渡（25.4.25） 

１２１３６４５３５４ 普通（ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ） H24.9.2 H25.6.14  ○ 販売(25.7.12) 

１２５２３９７７０２ 普通(ｸｽﾄｰ) H24.9.15 H25.6.24 ○   

１３００９６３８７３ 普通（ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ） H24.9.30 H25.7.6  ○ 販売（25.4.25） 

１３００９６３９０３ 普通(ｸｽﾄｰ) H24.10.3 H25.7.9  ○ 販売（25.5.1） 

１２５６３６３８１９ 普通（ｻﾝﾁｪｽ） H24.10.14 H25.7.22 ○   

１３００９６３９３４ 普通（ﾗﾊﾞﾝｶﾞー ﾄﾞ） H24.10.29 H25.8.9 ○   

１３００９６３９５８ 普通(ｱﾚｷｻﾝﾀﾞー ) H24.11.15 H25.8.23 ○   

１３００９６３９４１ 性判別(ﾌﾞﾗｸｽﾄｰﾝ) H24.12.2 H25.9.7 ○  譲渡（25.7.16） 

１３００９６３９６５ 普通（ｺﾞー ﾙﾄﾞﾛｲ） H24.12.6 H25.9.11 ○  譲渡（25.7.16） 

１２４２６４５５１６ 普通（ﾀﾞﾝﾃﾞｨｰ） H24.12.7 H25.9.14  ○ 販売(25.10.11) 

１３００９６３９２７ 普通(ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙｯｸ) H24.12.13 H25.9.19 ○   

１２４１６９８４４５ 普通（ﾃﾞﾝﾌﾟｼｰ） H24.12.23 H25.10.2  ○ 販売(25.11.13) 

１２４２６４５５５４ 普通（ｱﾌﾀｰｼｮｯｸ） H25.1.16 H25.10.21 ○   

１３００９６３９７２ 性判別(ｽﾊﾟｲﾗﾙ) H25.2.12 H25.11.15 ○   

１２４２６４５４８６ 普通（ｸｽﾄｰ） H25.4.11 H26.1.18  ○ 販売(26.2.14) 

１２４２６４５５４７ 普通（ｵﾌﾞｻﾞー ﾊﾞー ） H25.6.3 H26.3.10  ○ H26年度販売予定 

  ・雌牛の出生率   性判別精液使用時    １００％ （５頭／５頭）  

               普通精液使用時     約４３．８％ (７頭／１６頭) 

※ 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使用している。 
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（イ） 販売初任牛の追跡調査 

▼ 【時 期】  平成２５年１１月６日（水）、１１月２９日（金）、１２月６日（金） 

【件 数】  １０件 

 

（ウ） 関係団体との意見・情報交換 

▼ 【時 期】  平成２５年４月２０日(土)、１０月４日（金）、１０月１９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２５年６月２０日(木) 

【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、飼養管理等の技術向上に向けた意見交換を実施 

 

▼ 【時 期】  平成２５年７月２３日(火) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  乳牛の飼養管理の技術及び知識の向上を図るため、ホルスタイン同志会加盟酪

農家が所有する乳牛を持ち寄り、専門家による泌乳能力、体型、機能性などの審査

会を実施 

 

▼ 【時 期】  平成２５年１１月２日(土) 

【会 場】  岩手県雫石 中央家畜市場 

【内 容】  東北各県の優秀な乳用牛が集う東日本ディリーショー会場にて、参加酪農家と家

畜の飼養管理等及び技術向上に関する情報交換を実施 

 

《乳用牛及び緬羊飼養管理状況》 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ｈ２５．４．１ 生産（導入） 販売等 へい死 Ｈ2６．3．31 

雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 

乳用牛 
成畜 １２    １  ３  １４  

仔畜 ２０ ２ ８ ７ ６ ８   １６ １ 

緬羊 
成畜 ３９ ３   ２  ２ １ ４３ ２ 

仔畜 ２０ ２０ １３ ２５ １２ ２１ ２  １１ ２４ 

合  計 １１６ ５３ ５０ ８ １１１ 
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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土壌分析 

畜産農家の主な収入源である生乳の品質向上のため、高品質な生乳生産に不可欠の良質な粗

飼料（牧草）の生産に資する事業 

※平成２５年度は草地の除染効果検証のため、土壌分析は行わずに草地から採取した粗飼料のモニタリング検

査を実施 

 

【時 期】  平成２５年６月１９日(水)～２６日（水）  

【内 容】  １号草地から５号草地及び放牧場までのサイレージ並びに生草のモニタリング検

査を専門機関に依頼 

※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 
 

【結 果】                      （単位：Bｑ/ｋｇ） 

 福島県 

セシウム１３４ セシウム１３７ 

１号牧草地 検出せず 検出せず 

２号牧草地 検出せず 検出せず 

３号牧草地 検出せず 検出せず 

４号牧草地 検出せず 検出せず 

５号牧草地 検出せず ８ 

パドック 検出せず ７ 

放牧場（生草） 検出せず 検出せず 

  

【参 考】  牧場内粗飼料（サイレージ）生産量  約１１４，０００ｋｇ（約９．３ヘクタールの採草

地で生産） 
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（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、牧場で生産される生乳の成分分析を実

施した。 
 

【分析結果】 

時期 生産量 
成    分 

脂肪分 無脂乳固形分 蛋 白 

４月 ９，１６２ｋｇ  ４．１４％ ８．６２％ ３．１７％ 

５月 １０，２２３ｋｇ ４．０５％ ８．４１％ ３．０４％ 

６月 ９，４４６ｋｇ ３．９８％ ８．３９％ ３．００％ 

７月 １０，２０２ｋｇ ４．０６％ ８．４０％ ３．００％ 

８月 ９，９９４ｋｇ ３．６７％ ８．４７％ ２．９６％ 

９月 １０，３６６ｋｇ ３．８１％ ８．６７％ ３．０９％ 

１０月 １２，６９３ｋｇ ３．９２％ ８．６９％ ３．１３％ 

１１月 １３，１４２ｋｇ ４．１７％ ８．７８％ ３．２０％ 

１２月 １３，３７３ｋｇ ４．２７％ ８．８２％ ３．２４％ 

１月 １２，３９４ｋｇ ４．２２％ ８．７９％ ３．２５％ 

２月 １２，０２０ｋｇ ４．０８％ ８．９１％ ３．２８％ 

３月 １２，５４０ｋｇ ４．２１％ ８．８４％ ３．３１％ 

計 １３５，５５５ｋｇ ４．０５％（平均） ８．６５％（平均） ３．１４％（平均） 

前年度 １３７，２４２ｋｇ ３．９７％（平均） ８．７４％（平均） ３．２５％（平均） 

※うち販売量  １３１，５２３ｋｇ 
  

【評 価】  昨年度に続き、気温が高くなる夏場に若干の成分数値の低下が見受けられたこと

から、気候、気温に影響されない高品質な生乳を生産するための飼養管理方法等

を構築したい。 
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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 ビン／９００㏄ ２，５３９本 

ビン／２００㏄ ８，８８０本 

コップ／１８０cc ２，９４９杯 

カフェオレ ビン／２００㏄ １１，３２０本 

アイスクリーム 

（カップ／１２５ｍℓ） 

バニラ ５，３７４個 

ブルーベリー ２，２０８個 

ピーチ  ９２４個 

チョコ １，９５１個 

アイスキャンディー ミルク ９，８６５個 

抹茶   ３，０５２個 

いちご  ４，８０７個 

みかん  ４，０１１個 

カフェオレ ２，５８３個 

メロン ２，６８３個 

かき氷 ２９２個 

牛乳ソフトクリーム １８，３９０個 

季節限定ソフトクリーム（６月～１１月） 

（カフェオレ・巨峰・ごま） 
１５，１７２個 

アイスクリーム及びアイスキャンディーセット ５６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２５年１２月 

【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 ７３セット 

１０個 ８５セット 

アイスキャンディーセット ６本 １１セット 

１２本 ３２セット 

アイスミックスセット カップ、キャンディーセット ４５セット 

牛乳（酪農家限定牛乳） ９００cc  １４３本 
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ｂ ウィンター特別セール 

【時 期】  平成２６年２月 
【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 ２セット 

１０個 １１セット 

アイスキャンディーセット １２本 ４セット 

アイスミックスセット カップ、キャンディーセット ６セット 

牛乳（酪農家限定牛乳） ９００cc  ３７本 

 

ｃ スプリング特別セール 
【時 期】  平成２６年３月 

【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 ２８セット 

１０個 ５０セット 

アイスキャンディーセット ６本 ７セット 

１２本 ３１セット 

アイスミックスセット カップ、キャンディーセット ２８セット 

牛乳（酪農家限定牛乳） ９００cc  ９５本 

 

（ウ） アイスクリーム新製品の試作 
 試作ストロベリーアイスクリーム ４００個製造 

  ※平成２６年度販売予定 

 

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 １３，８６０個 

福島紀行 チョコカップ ９，３６０個 

福島紀行 ピーチカップ ７，１８８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） ５６５食 

単品 ４２９食 

牧場産ラム肉 セット（ライス・野菜付） ６３０食 

単品 ３３５食 

ジンギスカン セット（ライス・野菜付） ２７２食 

単品 １４３食 
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豚肉 セット（ライス・野菜付） １，０９８食 

単品 ５０２食 

牧場産ウインナー １０本 ２７３食 

５本 ６０６食 

牧場産ラム・ウインナー串焼き １７０本 

野菜盛り ４６９食 

ミックス盛り（牛肉･ラム肉･豚肉･ウインナー･野菜） ２，３４６食 

べこカレー ３６７食 

ライス ４，５９０食 

うどん かき揚 ３４０食 

山菜 ２３４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 １１８パック 

５００ｇ ７２パック 

牧場産ラム肉（持ち帰り用） １７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２５年１２月 

【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 ６５パック 

５００ｇ １７４パック 

 

ｂ ひな祭り特別セール 

【時 期】  平成２６年３月 

【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 ４８パック 

５００ｇ ８７パック 
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オ バター作り体験 

【時 期】  毎月第１・第３日曜日 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  ２，７０６人 

・個人 １，３９８人 

・団体 ３０件 １，３０８人 

【参加料】  １人につき１回２００円 

 

カ 自動販売機の設置 

【時 期】  平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

【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】  ２２６，３２０円 

 

キ 雄子牛の販売 

【販売方法】   競り販売 

【販売頭数等】  ８頭  ４８３，４９１円 
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４ 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） 市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  平成２５年４月８日（月） 

【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） 

 

（イ） 親子体験教室 

ａ 体操教室 

【時 期】  平成２５年６月１６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】  様々な器具を使った体操 

【参加者】  １８人 

【参加料】  無料 

 

ｂ オリジナルレイを作ってポリネシアンダンスに挑戦 

【時 期】  平成２５年８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】  生花を使ってオリジナルレイをつくる 

【参加者】  ５人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｃ ポリネシアンダンス教室 

【時 期】  平成２５年８月４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】  ２０人 

【参加料】  無料 

 

ｄ 木で昆虫つくり 

【時 期】  平成２５年８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 工作室 

【内 容】  木の枝を組み合わせて、カブトムシやクワガタをつくる 

【参加者】  ７人 

【参加料】  ５００円 
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ｅ 木のお医者さんと歩く郡山カルチャーパーク君も樹木博士 

【時 期】  平成２５年８月１８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】  樹木について講習を行い、その後園内を散策し樹木について学ぶ 

【参加者】  ３人 

【参加料】  無料 

 

ｆ 陶芸教室 

【時 期】  平成２５年１０月２７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】  ６人 

【参加料】  １，５００円 

 

ｇ クリスマスリースつくり 

【時 期】  平成２５年１１月１７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】  ３０人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｈ そば打ち教室 

【時 期】  平成２５年１２月８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】  ２０人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｉ ミニ門松つくり 

【時 期】  平成２５年１２月１５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】  親子でミニサイズの門松をつくる 

【参加者】  ２５人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｊ 羊毛フェルト教室 

【時 期】  平成２６年３月１６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】  羊毛を使ってマスコットをつくる 

【参加者】  ８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２５年５月３日（金）～５月６日（月） 

【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） 

・着ぐるみと遊ぼう 

・カルチャーパーク探検隊 

・こいのぼりつくり 

【参加者】  ７，９８８人 

 

ｂ 夏休みイベント 

▼ 【時 期】  平成２５年８月４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】  ２５０人 

 

▼ 【時 期】  平成２５年８月１４日（水） 

【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 

【参加者】  ８２８人 

 

ｃ 秋のイベント 

【時 期】  平成２５年９月２３日（月） 

【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 

・カルチャーパーク探検隊 

【参加者】  １，３６８人 

 

（エ） ドリームランド感謝祭 

【時 期】  平成２５年１１月２３日（土） 

【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） 

・着ぐるみと遊ぼう 

・バクダン菓子無料配布 

【参加者】  １，９７８人 
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（オ） ドリームランド再オープンイベント 

【時 期】  平成２６年３月１６日（日）、２１日（金） 
【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 
・ジャンボ輪投げ 

・着ぐるみと遊ぼう 
・SHOW TIME（大道芸人パフォーマンスショー） 

【参加者】  ８３８人 
 

（カ） ドリームランドフリーパス発行 
【時 期】  平成２５年４月１４日（日）～１１月２４日（日） ２３回 

平成２６年３月２１日（金）、２３日（日） ２回 
【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】  １４，４１１人 

 
（キ） 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２５年５月３日（金）～６日（月） 

【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２５年７月２０日（土）～８月２５日（日）（３６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２５年８月１４日（水） 

【延長時間】  午後４時３０分～午後９時 （４時間３０分） 
 

（ク） 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２５年８月１４日（水） 

【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】  ５１０人 
【利用料】  大人 ３００円、子供 １５０円 

 
（ケ） アリーナイベント 

▼ 【時 期】  平成２５年６月１６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（マジックショー） 

・エコあくしょん教室（郡山市生活環境課） 
【参加者】  １，０７１人 
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▼ 【時 期】  平成２５年１２月２３日（月） 

【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 

・がくとくんと○×クイズ 
・大型絵本読み聞かせ 

・クリスマスプレゼント配布 
【参加者】  １，１８０人 

 

（コ） 映画上映会 

ａ こども映画会 

【時 期】  平成２５年４月～平成２６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】  ２３回 

【参加者】  ７２９人 
 

ｂ パブリックシアター 

【時 期】  平成２５年４月～平成２６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】  ４９人 
 

ｃ 環境映画会 

【時 期】  平成２５年６月９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】  １３人 
 

（サ） 水泳教室 

【時 期】  平成２５年７月３０日（火）～８月３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】  ２１人 
【参加料】  無料 

 

（シ） 草花配布 

【時 期】  平成２５年１１月２６日（火）～２９日（金） 

【配布先】  私立認可保育所 

【配布数】  １４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） 
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（ス） ドリームランドの運営 

【時 期】  平成２５年４月１日(月)～１１月３０日(土)  午前９時３０分～午後４時３０分 

平成２６年３月１５日(土)～３月３１日(月) 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】  ６４９，１９５人 （※前年度 ５１４，９６０人） 

【利用料金収入】  ６８，０２６，４５０円 （※前年度 ５４，５８０，１１０円） 

 

（セ） プールの運営 

【時 期】  平成２５年７月６日(土)～９月１日(日)  

（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】  ６４，８８８人 （※前年度 ５０，２８４人） 

【利用料金収入】  １０，８７８，０００円 （※前年度 ９，１６３，９５０円） 

 

イ 情報発信 

ウェブサイトによるＰＲ活動 

【時 期】  平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

【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】  １５１，７７２件 （郡山カルチャーパークウェブサイト閲覧数）   

 

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 ２６９件 ７，６７４人 ６７６，３９２円 

第２会議室 １８８件 ３，７２２人 ５６９，７４０円 

和室 ８８件 １，２９２人 １９０，３２０円 

アリーナ（団体） １８８件 ３４，１６０人 ４１９，３５０円 

アリーナ（個人） － ３４，９６２人 ２，４３５，４９０円 

展示室 ４８件 ３，１２８人 ６６３，４４０円 

工作室 ８１件 １，２５９人 １４９，４８０円 

合  計 ８６２件 ８６，１９７人 ５，１０４，２１２円 

                                   ※前年度   ９２，１０４人   ４，８８０，１１２円 

 

（イ） 公園 

施設名 
利用者 

利用料金収入 
件数 人数 

駐車場 ４７件 ５０，６４２人 １２８，３７０円 

                                  ※前年度    １２８，３１４人    ６１７，３００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２５年４月２１日（日）～平成２６年３月３０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】  ４９７人 

【参加料】  ３００円 

 

ｂ 麓山の杜 新春茶会（初釜） 

【時 期】  平成２６年１月２６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）のお点前で初釜を楽しむ 

【参加者】  １１４人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｃ ひなまつり茶会 

【時 期】  平成２６年３月１日（土）～２日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  ・語り部のお話と昔遊び体験を楽しむ 

・ひな飾りを愛
め

でながら茶を楽しむ 

【参加者】  １３２人 

【参加料】  ３００円 

 

（イ） こども茶道教室 

【時 期】  平成２５年７月２４日（水）～８月７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】  ８２人 

【参加料】  １，０００円 

 

（ウ） 大人茶道教室 

【時 期】  ①平成２５年１１月１４日（木）～１２月５日（木） ３回開催 

        ②平成２６年２月２０日（木）～３月６日（木）   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（煎茶道方円流のお作法を学ぶ） 

【参加者】  ①５１人 

②６１人 

【参加料】  １，０００円 
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（エ） 麓山の杜ホールコンサート  ４回開催 

▼ 【時 期】  平成２５年８月１８日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設･ふれあいホール 

【内 容】  津軽三味線とドラムのコラボレーション （出演 鬼灯） 

【参加者】  ７５人 

 

▼ 【時 期】  平成２５年１２月８日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設･ふれあいホール 

【内 容】  ウクレレ＆フラダンス （出演 ウクレレ愛好会プアオリノ他） 

【参加者】  ８５人 

 

▼ 【時 期】  平成２５年１２月１５日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設･ふれあいホール 

【内 容】  弦楽四重演奏クリスマスコンサート （出演 NOAストリングカルテット） 

        大型絵本読み聞かせ         （職員による朗読） 

【参加者】  ７５人 

 

▼ 【時 期】  平成２６年３月２３日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設･ふれあいホール 

【内 容】  「サウンドオブミュージック」歌と映像・お話でつづるコンサート （出演 Team J ） 

【参加者】  ８０人 

 

（オ） 麓山の杜のチューリップを育てよう 

ａ チューリップ球根堀り 

【時 期】  平成２５年６月８日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 四季の花壇 

【内 容】  チューリップの球根を掘り起こそう 

        四季の花壇の球根堀り起こし、プレゼント 

【参加者】  ２６人 

  

ｂ チューリップの鉢植えつくり 

【時 期】  平成２５年１１月９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】  １５人 

 

ｃ チューリップ球根無料配布 

【時 期】  平成２５年１２月７日（土） 

【配布先】  ５町内商店会（麓山１丁目・麓山・細沼・池の台・虎丸）に園内の球根を配布 

【配布数】  約５，０００球（チューリップの球根） 
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（カ） 物つくり教室 

ａ ポーセリンアート教室 

【時 期】  平成２５年５月２３日（木） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  ブーツ形・白磁の小物入れづくり 

【参加者】  ８人 

【参加料】  １，８００円 

 

b レザークラフト教室 

【時 期】  平成２５年７月２８日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  革を用いたイニシャル入りタグづくり 

【参加者】  １４人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｃ クレイクラフトフラワー教室 

【時 期】  平成２５年１１月１６日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  樹脂粘土で作る秋の壁掛け 

【参加者】  １１人 

【参加料】  １，６００円 

 

d 白磁ペイント教室 

【時 期】  平成２５年１１月２７日（水） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  クリスマスツリーのお皿づくり 

【参加者】  １５人 

【参加料】  ２，０００円 

    

e トールペイント教室  

【時 期】  平成２５年１２月１１日（水） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  干支の組み木・午年 

【参加者】  １５人 

【参加料】  １，２００円 

 

f お正月縁起物教室  

【時 期】  平成２５年１２月２１日（土） 

【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】  １，０００円 
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イ 緑化啓発 

（ア） 園芸教室 
【時 期】  平成２５年４月２０日（土）～平成２６年２月２２日（土） １０回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内  容】  ①母の日にプレゼントしたい寄せ植え 

②コンパニオンプランツで無農薬 
③ブルーベリーとミントを植えよう 

④カラーリーフでグリーンを楽しむ 
⑤敬老の日を祝いましょう  

⑥和の寄せ植え・苔玉 
⑦水栽培・球根を卓上に飾りましょう 

⑧プチガーデンを楽しむ 
⑨お正月生花アレンジ 

⑩ひなまつり生花アレンジ 
【参加者】  １０６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（スキルアップコース）教室 

【時 期】  平成２５年５月１８日（土）～１１月１６日（土）  ７回開催 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内  容】  ①プリザーブドフラワーとアートフラワーのブーケ 
②コサージュ作り 

③ボトルラッピングのポイントに 
④スタイリッシュな花束 

⑤ウエルカムボード作り 
⑥アンティークなアレンジメント 

⑦カナディアンリースをデコレーション 
【参加者】  ２９人 

【参加料】  ３，５００円 

 

（ウ） プリザーブドフラワーアレンジメント（初心者コース）教室 
【時 期】  平成２５年５月１８日（土）～９月７日（土）  ３回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内  容】  ①テーブルデコレーション 

②ナチュラルスタイルのアレンジメント 
③秋色のバスケットアレンジ 

【参加者】  ２０人 
【参加料】  ３，５００円 

 

（エ） プリザーブドフラワーアレンジメント（親子）教室 
【時 期】  平成２５年６月９日（日）・１２月８日（日） ２回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内  容】  ①プリザーブドフラワーでお父さんへのプレゼントを作ろう 

②クリスマス・テーブルデコレーション 
【参加者】  ２１人 

【参加料】  ３，５００円 
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（オ） 麓山の杜文化祭（緑の作品発表会） 

【時 期】  平成２５年１１月２３日（土）～２４日（日） 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】  ①作品展示会（レザークラフト教室・絵手紙教室・パッチワーク教室・トールペイン
ト教室・ブリザードフラワー教室） 

②ふれあいホールコンサート（フラダンス・タップダンス・津軽三味線とドラムのコ 
ラボレーション） 

【参加者】  ２０１人 

 

（カ） 初歩の華道教室 

【時 期】  平成２６年１月１８日（土）～２月１５日（土） ３回開催 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内  容】  初心者のためのいけばな講座 
【参加者】  ３３人 

【参加料】  １，５００円 

 

（キ） 草花苗無料配布 
【時 期】  平成２５年８月１８日（日）～１２月１５日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設・くつろぎ施設・郡山カルチャーパーク、 
郡山ユラックス熱海・郡山石筵ふれあい牧場他 

【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２５年８月１８日（日）   日々草 １００ポット 

② 平成２５年１０月６日（日）   ミニシクラメン ３００ポット 
③ 平成２５年１０月１４日（月）  ガーデンシクラメン ５００ポット 

④ 平成２５年１１月２３日（土）・２４日（日）  シクラメン １日１００ポット×２日間 
⑤ 平成２５年１２月７日（土）・８日（日）    ポリアン  １日７５ポット×２日間 

⑥ 平成２５年１２月１５日（日）         シクラメン １００ポット 

 

ウ 情報発信 

 ウェブサイトによるＰＲ活動 

【時 期】  平成２５年４月１日（月）～平成２６年３月３１日（月） 

【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】  ６５，１８５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２５年４月１４日（日）～平成２６年３月９日（日）  ７回 

【内  容】  郡山市民を対象に、住宅の新築、購入または出生の記念として記念樹を交付 
【交付数】  ６８７本 

・住宅の新築、購入  ３３５本 
・出生記念       ３５２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２５年４月１４日（日）～平成２６年３月９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２５年 ４月１４日（日）  松の緑摘みと大きくなりすぎたコニファーの剪定 

②平成２５年 ５月１９日（日）  病害虫とその対応（薬剤の使い方） 

③平成２５年 ６月 ９日（日）   常緑樹の剪定と樹木の夏の管理 

④平成２５年 ９月 ８日（日）   今秋と来春開花の樹木の管理 

  ⑤平成２５年１０月２０日（日）  落葉樹の剪定                                                      

  ⑥平成２５年１１月１０日（日）  寒肥と寒さに弱い樹木の冬越えについて 

   ⑦平成２６年 ３月 ９日（日）  今が適期の樹木の植替えについて 

【参加者】  記念樹交付者及び一般市民希望者 

 

ｂ 生垣作り入門講座 

【時 期】  平成２５年５月２６日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  生垣を作ってみよう 

【参加者】  １０人 

 

ｃ 緑化フェア「温暖化と緑化の関係講習会 (エコ教室) 

【時 期】  平成２５年７月２１日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  竹の器で涼しさを演出  

【参加者】  １０人 

 

ｄ ハナカツミ講習会（市の花普及） 

【時 期】  平成２５年１０月５日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  鉢植えの作り方 

【参加者】  ２０人 

 

e 園内樹木観察会 

【時 期】  平成２５年１１月１７日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  晩秋の樹木を樹木医と観察する （チューリップ球根プレゼント）） 

【参加者】  １９人 

 

ｆ 苔玉づくり 

【時 期】  平成２６年３月３０日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  春を感じる苔玉づくり 

【参加者】  １５人 

 

（ウ） 地域緑化木交付 

    本年度申請なし 
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（エ） 苗木・草花無償配布 

【時 期】  平成２５年１０月６日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク 第１駐車場 

【内 容】  「人・環境フェスタｉｎ郡山２０１３」来場者に対して草花苗を無料配布 

                ハナカツミ         ３００鉢 

                            ミニシクラメン     ２００鉢 
 

イ 生垣設置助成 

【件 数】   １９件 

【設置延長】   ３１０．９４ｍ 

【事業対象額】   ２,８７９,０００円 

【助成額】   １,１６６,０００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 ７,０００部 

ｂ 生垣助成申請書 ３,０００部 

ｃ 事業案内チラシ ７,０００枚 

ｄ 贈呈券付きハガキ(記念樹交付案内) ０,８５０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２５年４月～平成２６年３月  毎月1回 

【発行枚数】  １７００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 

【配付方法】  ・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 

 

(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２５年４月１日（月）～１０月３１日（木） 

平成２６年３月１５日（土）～３月３１日（月） 

【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 約６５品目 

【販売数】   延べ４１，７９１食 

 

イ 売店の運営 

 【期 間】   平成２５年４月１日（月）～１０月３１日（木） 

平成２６年３月１５日（土）～３月３１日（月） 

 【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 


