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事 業 概 要 

 

平成２９年度は、利用者の安全・安心と快適な利用環境の提供に努めたほか、指定管理

者としての使命に基づき、一層の利用者サービスの向上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も積極的に取り組みました。特に前年度に引

き続き実施した冬期閉場期間中におけるドリームランドクリスマス特別営業や、郡山石筵ふ

れあい牧場雪あそび体験にかかる一部無料開放については、大勢の親子連れの利用があ

り大変好評であったと考えております。 

また、開場２２年目を迎えた郡山石筵ふれあい牧場においては、新たにアルパカ２頭を導

入・展示し、利用者の拡大に努めたところでありますが、夏場の天候不順が影響し、利用者

数及び利用料金収入ともに前年度を下回る結果となりました。 

そのほか、同じく夏場の天候不順により、郡山カルチャーパークプールの利用が低迷しま

したが、平成２９年３月にオープンした屋内子どもの遊び場や、ドリームランドの利用が好調

であったことなどから、当公社管理施設全体の利用者数は前年度と比較して約１１．９％増

加の１，３８６，４８８人、利用料金収入が約０．４％増加の１１５，２１１，９９４円でありました。 

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２９年度 平成２８年度 

郡山石筵ふれあい牧場  ９２，７６８  １０１，５４７ △８，７７９ 

郡山カルチャーパーク 
（うち屋内子どもの遊び

場） 

１，２８２，２６９ 
（９２，５９７） 

１，１２５，７５８ 
（８，０１８） 

１５６，５１１ 
（８４，５７９） 

２１世紀記念公園 １１，４５１ １１，９１０ △４５９ 

合     計 １，３８６，４８８ １，２３９，２１５ １４７，２７３ 

 
 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２９年度 平成２８年度 

郡山石筵ふれあい牧場 １４，１２４，１３０ １５，７０２，８３０ △１，５７８，７００ 

郡山カルチャーパーク ９９，６４５，２００ ９６，８９７，７１８  ２，７４７，４８２ 

２１世紀記念公園 １，４４２，６６４ ２，１８５，２４８ △７４２，５８４ 
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合     計 １１５，２１１，９９４ １１４，７８５，７９６  ４２６，１９８ 
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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２９年４月１日(土)～平成３０年３月３１日(土) 

【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 ２，４２７件 

宿泊･交通に関すること １，９５４件 

都市型観光(お土産・食事等)に関すること １，５２８件 

生活(銀行･郵便局･スーパー等)に関すること １，３５７件 

コンベンション･イベントに関すること ４７０件 

自然（登山･花見等）に関すること ８２０件 

温泉に関すること ３９６件 

スポーツ･レクリエーションに関すること ２４２件 

その他（駅構内及び周辺の案内・パンフレット提供等） ３，４６３件 

合計 １２，６５７件 

                                              ※前年度  １３，７９

２件 
 

（イ） 観光案内所だよりの作成・配布 

【時 期】  平成２９年４月～平成３０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 
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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 アメリカ １５５人 

２ 台湾 １１０人 

３ 中国 ９８人 

４ タイ ８３人 

５ インド ４１人 

６ シンガポール ２３人 

７ オーストラリア １７人 

８ 韓国 １６人 

９ フランス １４人 

10 ブラジル １１人 

11 ドイツ ８人 

12 カナダ ７人 

13 パキスタン ７人 

14 イギリス ５人 

15 グアテマラ ４人 

16 スリランカ ４人 

17 香港 ４人 

18 ニュージーランド ４人 

19 フィリピン ４人 

20 チリ ３人 

21 インドネシア ２人 

22 ベトナム ２人 

23 南アフリカ共和国 ２人 

24 アルゼンチン １人 

25 イタリア １人 

26 トルコ １人 

27 ノルウェー １人 

合          計 ６２８人 

                                         ※前年度 ３３ヵ国 ４６５人 
 

（イ） 観光案内所職員の研修会参加 
平成２９年度 JNTO認定外国人観光案内所全国研修会 
【時 期】  平成３０年２月２２日（木） 
【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「ＩＣＴを活用した多言語対応コミュニケーションツール」他 
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ウ スキルアップ研修会等への参加 
（ア） 東北の観光案内所のネットワーク化事業 （主催 仙台市文化観光局東北連携推

進室）  
① 第３回研修会  

【時 期】  平成２９年７月１３日（木） 
【会 場】  トラストシティカンファレンス仙台 

【内 容】  ネットワーク化事業の概要及び実務の説明 
  フリーディスカッション 他 

 
② TIC TOKYO実地研修  

【時 期】  平成２９年１０月１９日（木）、２０日（金） 
【会 場】  TIC TOKYO （TIC：Tourist Information Centeｒ） 

【内 容】  TIC TOKYOでの体験研修 
 

③ 第４回研修会  
【時 期】  平成２９年１０月２５日（水） 

【会 場】  コラッセふくしま 
【内 容】  交流人口拡大に向けた東北連携による取り組み 

  事業進捗状況報告 
  インバウンド傾向・動向 他 

 
④ 第６回研修会  

【時 期】  平成３０年２月１５日（木） 
【会 場】  ウェスティンホテル仙台 

【内 容】  講演「観光の現状と観光案内所への期待」 
  グループデスカッション 他 

 
（イ） 「多言語音声アプリVoiceTra」実証事業説明会 

【時 期】  平成２９年９月１９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】  事業概要の説明 他 

 
（ウ） 郡山エリア観光地研修会 

【時 期】  平成２９年１１月２８日（火） 
【主 催】  公益財団法人郡山コンベンションビューロー 

【会 場】  郡山エリア各所 
【内 容】  郡山エリア内観光施設等の見学研修 

 
（エ） 訪日外国人旅行者に対する観光案内サービススキルアップ実証事業研修会 

【時 期】  平成２９年１２月１５日（金） 
【主 催】  国土交通省東北運輸局 

【会 場】  郡山市民交流プラザ 
【内 容】  おもてなし講座 

  取り組み事例紹介 他 
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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２９年４月８日（土）～１１月１２日（日） 

【内 容】  アルパカ、馬、ポニー、ロバ、山羊、緬羊、ウサギ 他 
【利用者】  ９２，７６８人  

《ふれあい動物園用家畜飼養管理状況》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※緬羊販売等の仔畜雄７頭のうち１頭は、肥育用としてＰ１４《乳用牛及び緬羊飼養管理状

況》へ移動 

《ふれあい動物園用家畜餌販売状況》 

【販売個数等】  固形エサ  ４，４１０個   ４４１，０００円 
人参    ４３，２１３個 ４，３２１，３００円 

 
（イ） 乗馬事業 

【時 期】  平成２９年４月８日（土）～１１月１２日（日） 

 
 

Ｈ２９．４．１ 生産（導入） 販売等 へい死 Ｈ３０．３．３１ 

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    １      １ 

山羊 
成畜 １２ ５    １  １ １２ ３ 

仔畜 ６ １３ １ ２ ３ １０   ４ ５ 

緬羊 
成畜 ２０ ８    ２ １ １ １９ ５ 

仔畜 ８ ６ １ ２ ６ ７  １ ３ ０ 

ウサギ 
成畜 ２９ ２１   ２ ４ ５ ９ ２２ ８ 

仔畜  ９ ５  ４ 

アヒル 
成鳥 ３ ４     １ １ ２ ３ 

小鳥      

ガチョウ 
成鳥 ２ ２     １ １ １ １ 

小鳥      

クジャク 
成鳥 ４ ０     ３  １ ０ 

小鳥      

モルモッ
ト 

成畜 １２ ８     ３ ７ ９ １ 

仔畜      

アルパカ 
成畜   １ １     １ １ 

仔畜      

合  計 １７９ １８ ４０ ３５ １２２ 
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【利用人数等】 ・大人      ２，１７２人    ８６８，８００円 

・小学生以下 ４，３４４人  １，３０３，２００円   

（ウ） 移動動物園 

▼ 【時 期】  平成２９年６月１１日（日） 

【会  場】  郡山ユラックス熱海「ユラックス祭り」 

【内  容】  ウサギ５羽、モルモット５匹 

 

▼ 【時 期】  平成２９年７月１日（土） 

【会 場】  なかまち夢通り「2017 元気応援!!郡山わくわくフェスタ」 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット５匹 

 

▼ 【時 期】  平成２９年８月６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５羽、モルモット５匹 

 

▼ 【時 期】  平成２９年８月２０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 

 

▼ 【時 期】  平成２９年９月９日（土） 

【会 場】  福島県農業総合センター「第１２回農業総合センターまつり」 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット５匹 

 

▼ 【時 期】  平成２９年９月２４日（日） 

【会 場】  「２０１７酪王まつり」  

【内 容】  山羊２頭 

 

▼ 【時 期】  平成２９年１０月１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５羽、モルモット５匹 

 

▼ 【時 期】  平成２９年１０月２１日（土） 

【会 場】  桃見台地域公民館「第３７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２９年１１月１９日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド「ドリームランド感謝祭」 

【内 容】  ウサギ５羽、モルモット５匹 

 

▼ 【時 期】  平成２９年１２月２４日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド「クリスマス２０１７」  

【内 容】  緬羊２頭 

 

▼ 【時 期】  平成３０年３月１８日（日） 
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【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド「オープンイベント」 

【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 イベント (小学生以下) 
▼ 【時 期】  平成２９年４月８日（土）  

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 「再オープンイベント」 

【参加者】  ８６人 

【参加料】  無料 

 

▼ 【時 期】  平成２９年７月２３日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 「夏休みこども体験」 

【参加者】  ５４人 

【参加料】  無料 

 

▼ 【時 期】  平成２９年１０月８日（日）、９日（月） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 「第２３回牧場まつり」 

【参加者】  ２００人（２日間） 

【参加料】  無料 

 

▼ 【時 期】  平成２９年１１月１２日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 「ありがとう２０１７感謝祭」 

【参加者】  １００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】  ４件  １９０人 

【参加料】  1 団体につき２，０００円 

 

（イ） ポニー等のブラッシング体験 

【時 期】  毎月第２日曜日 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  １０９人 

【参加料】  無料 

 

（ウ） ポニー等の散歩体験 

【時 期】  毎月第４日曜日 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  ８０人 

【参加料】  無料 
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（エ） 酪農体験 
▼ 【時 期】  平成２９年６月２８日(水)       

【体験者】  郡山市立熱海中学校 １年生 

【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２９年７月１１日(火)       

【体験者】  郡山市立緑ヶ丘中学校 ２年生 

【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２９年８月１日（火）、２日（水）  

【体験者】  平成２９年度郡山市立小・中学校教諭初任者研修 「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】  ５人 

 

▼ 【時 期】  平成２９年９月１１日（月）～１５日（金）  

【体験者】  信州大学農学部 ３年生 

【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】  １人 

 

▼ 【時 期】  平成２９年１１月８日（水）  

【体験者】  郡山市立郡山第一中学校 ２年生 

【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 

 

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２９年４月６日（木） 

【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】  ４５８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２９年７月１５日（土）～８月３１日(木) 

【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 
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【利用者】  ８８１人(大人 ６９４人、小・中学生 １８７人) 

 

 

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２９年７月１５日（土）～８月３１日(木) 

【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】  ２３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２９年４月８日（土）～１１月１２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】  ７４人(大人 ６０人、小・中学生 １４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２９年４月８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 ・牛の乳搾り体験 

・馬のブラッシング体験 ･先着２００名にアイスキャンディプレゼント等 

【入場者】  ２，１３０人 

 

（ウ） 夏休みこども体験 

【時 期】  平成２９年７月２３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 ・牛の乳搾り体験 

・動物の写生会等 

【入場者】  ２７９人  

 

（エ） 第１７回緬羊まつり 

【時 期】  平成２９年９月１０日（日） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ・アルパカお披露目会 ・緬羊レース ・緬羊○×クイズ 

・緬羊毛刈り実演及び体験等 

【入場者】  １，９９５人 

 

（オ） 第２３回牧場まつり 

【時 期】  平成２９年１０月８日（日）、９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 ・創作ダンスショー等 

【入場者】  ７，７２７人(２日間) 
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（カ） ありがとう２０１７感謝祭 

【時 期】  平成２９年１１月１２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 

・お楽しみ抽選会 

【入場者】  ９１３人 

 

（キ） 物作り体験 （特別企画） 

【時 期】  平成２９年１１月２６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】  １８組３６人 

【参加料】  １組 １，０００円 

 

（ク） 雪あそび体験 （特別企画） 

【時 期】  平成３０年１月２０日（土）～２月２５日（日）の土、日、祝日（１３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】  ２，０３２人 

 

（ケ） ふれあい縁日 

【時 期】  毎月第３日曜日 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  輪投げ 

【参加者】  ３１３人 

【参加料】  １回 １００円 

 

（コ） おもしろ自転車の提供 

【時 期】 平成２９年４月８日（土）～１１月１２日（日） 

【利用者数】 ７８，９６７人 

 

（サ） ターゲットバードゴルフ場の提供 

【時 期】 平成２９年４月８日（土）～１１月１２日（日） 

【利用者数】 １，７２１人 

 

（シ） 芋煮会場の提供 

【時 期】 平成２９年４月８日（土）～１１月１２日（日） 

【利用者数】 ６０３人 
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エ 情報発信 

（ア） ダイレクトメールによるＰＲ  
【内 容】  遠足等での利用により地域への誘客を図るため、福島県内（福島市、

二本松市、大玉村、本宮市、郡山市、三春町、小野町、田村市、須賀川
市、鏡石町、矢吹町、泉崎村、中島村、白河市、会津若松市、猪苗代町、

いわき市）及び栃木県内（那須塩原市、那須町）の小学校及び幼稚園等
に対して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等

を同封したダイレクトメールを実施 
【件 数】  ８３５件  

 
（イ） ウェブサイト等活用による情報発信 

【時 期】  平成２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） 
【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場独自のウェブサイト、フェイスブック、ユーチュー

ブを活用した施設案内・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 

【アクセス数】  ２３３，０５５件 （郡山石筵ふれあい牧場ウェブサイト） 
【閲覧者】     ８７，６２７件 （郡山石筵ふれあい牧場フェイスブック） 

       ４４６回 （郡山石筵ふれあい牧場ユーチューブ動画再生回
数） 

 
（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２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） 
【内 容】  高齢化が進む畜産農家の飼養管理の労力及び費用の軽減に寄与す

るため、当牧場の放牧場及び冬期間は舎飼いにおいて、実費相当額で畜
産農家が所有する育成牛を預かり、公社専門職員が通年にわたり飼養管

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２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） 

【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 

１３５００６４３２

２ 
普通（ドアマン) H28.8.10 H29.5.11  ○ 販売（29.6.13） 

１３４２６６４０８

０ 
普通（シド） H28.9.12 H29.6.12  ○ 死亡（29.6.13） 

１３４２６６４０６

６ 
普通（ブレイク) H28.9.29 H29.7.6  ○ 販売（29.8.7） 
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１３５００６４４５

２ 
普通（SS デュース) H28.10.22 H29.7.25 ○  初妊牛譲渡 

１３５００６４４７

６ 

性判別（MＣビーマ

ー) 
H28.10.13 H29.7.26 ○  初妊牛譲渡 

１３４２６６４０３

５ 
普通（ドアマン) H28.11.1 H29.8.8  ○ 販売（29.9.14） 

１３５００６４４６

９ 
性判別（モントレー) H28.1１.9 H29.8.15 ○   

１３５００６４３０

８ 

普通（ブルーマスタ

ー） 
H28.12.1 H29.9.7 ○   

１３５００６４４８

３ 

普通（アフターショッ

ク) 
H29.1.9 H29.10.14  ○ 初妊牛譲渡 

１３６２９６４５２

８ 
性判別（モントレー) H29.1.12 H29.10.24 ○  初妊牛譲渡 

１３５００６４２８

５ 
普通（ローソリティー) H29.3.2 

H29.12.1

１ 
 ○ 販売（30.1.12） 

１３５００６４４０

７ 

普通（キングベイリィ

ー) 
H29.4.10 H30.1.1１ ○   

１３６２９６４５１

１ 

普通（アフターショッ

ク） 
H29.4.7 H30.1.16  ○ 初妊牛譲渡 

１３５００６４３３

９ 

普通（ブルーマスタ

ー) 
H29.5.5 H30.2.13  ○ 販売 （30.3.13） 

１３６２９６４５３

５ 
性判別（ブラクストン) H29.5.23 H30.2.2２ ○  初妊牛譲渡 

１３５００６４４３

８ 

普通（キングベイリィ

ー) 
H29.6.23 H30.3.25  ○ 

H30 年度販売予

定 

１３００９６３９５

８ 

普通（ブルーマスタ

ー) 
H29.6.20 H30.3.27  ○ 

H30 年度販売予

定 

※（  ）内は種雄牛名 

 
《雌牛の出生率》   性判別精液使用時  １００％ （４頭／４頭）  

              普通精液使用時   ２３％  （３頭／１３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０．２

５ｃｃ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。 

 

（イ） 譲渡した初妊牛の追跡調査 

【時 期】  平成３０年３月９日（金） 
【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 
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（ウ） 専門家招聘事業〈職員のスキルアップ〉 

▼ 【時 期】  平成２９年７月１３日(木) 
【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  専門の先生を招聘し、動物福祉の考え方に基づく、牧場で飼養する動
物の飼養

管理及び来場者への分かり易い掲示等に関する指導を受けるとともに、情報交換を実施 
【講 師】  カリフォルニア大学デービス校 田中 亜紀 先生 

 

▼ 【時 期】  平成２９年９月５日(火) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 
【内 容】  専門の先生を招聘し、牧草地・放牧地の維持管理等についての指導を

受けるとと
もに、牧草が家畜へ与える影響について、家畜の飼養管理等に関する意見交換を実施 

【講 師】  日本草地畜産種子協会 放牧アドバイザー 梨木 守 先生 
 

▼ 【時 期】  平成２９年９月２５日（月） 
【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  東京農工大学の先生を招聘し、牧場におけるマンガリッツァ豚の飼養候
補施設を視察し、飼養管理に関する指導を受けるとともに、意見交換を実

施 
【講 師】  東京農工大学 渡辺 元 先生、杉村 智史 先生、佐藤 幹 先生 

 

▼ 【時 期】  平成３０年３月２３日（金） 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 
【内 容】  専門の先生を招聘し、乳用牛の飼養施設を中心に現地視察をしなが

ら、家畜飼養に関する指導を受けるとともに、意見交換を実施 
【講 師】  郡山市農業振興アドバイザー 光本 孝次 先生 

《乳用牛及び緬羊飼養管理状況》  
 

 

※緬羊生産（導入）の仔畜雄（１）は、肥育用としてＰ６《ふれあい動物園用家畜飼養管理状況》

から移動 

 

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２９年５月３１日(水)  

【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分
析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 

 
 

Ｈ２９.４.１ 
生産（導

入） 
販売等 へい死 Ｈ３０.３.３１ 

雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 

乳用牛 
成畜 １４    ３  １  １１  

仔畜 １５  ３ ８ ６ ５ １ １ １０ ２ 

緬羊 
成畜 ４ １   ３ １   ２ １ 

仔畜   １ （１）       

合  計 ３４ １３ １８ ３ ２６ 



- 16 - 

※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％ ０.２１％ 

リン ０.２～０．４％ ０.２７％ 

マグネシウム ０.１～０．２％ ０.１３％ 

カリウム １.７～３．５％ ２.２０％ 

硫黄 ０.２％以上 ０.１７％ 

亜鉛 ２０ｐｐｍ以上 １９ｐｐｍ 

マンガン １５～３００ｐｐｍ ４８ｐｐｍ 

鉄 ２０ｐｐｍ以上 ３６３ｐｐｍ 

  

【評 価】  標準値を一部下回る数値があったが、今後は標準値を下回る成分（下
線）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１０３，０００ｋｇ（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、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に資することを目的とし

て次の事業を実施した。 

 

【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 ９，１３３㎏  ４．２３％ ８．８５％ ３．３０％ 

５月 ９，３０３ｋｇ ４．０４％ ８．８０％ ３．２６％ 

６月 ９，１９５ｋｇ ４．０２％ ８．８１％ ３．２５％ 

７月 １０，８３４ｋｇ ３．９７％ ８．７４％ ３．１７％ 

８月 １１，７５４ｋｇ ３．９９％ ８．７８％ ３．１４％ 

９月 １０，８８５㎏ ３．８８％ ８．６９％ ３．２１％ 

１０月 ９，８３０ｋｇ ３．９６％ ８．７２％ ３．２２％ 

１１月 ８，４１３ｋｇ ３．９７％ ８．７４％ ３．２６％ 

１２月 ８，６２７ｋｇ ４．１９％ ８．８４％ ３．３９％ 

１月 ８，１４０ｋｇ ４．２２％ ８．９８％ ３．４８％ 

２月 ７，２８１ｋｇ ４．３９％ ８．８８％ ３．４３％ 

３月 ８，５３９ｋｇ ４．２３％ ８．８４％ ３．３５％ 

計 １１１，９３４㎏ 
４．０９％（平

均） 

８．８１％（平

均） 

３．２９％（平

均） 

前年

度 
１２０，１９６ｋｇ 

４．０８％（平

均） 

８．７５％（平

均） 

３．２６％（平

均） 

※うち販売量  １１１，１９８ｋｇ 
  

【評 価】  生乳成分の数値が夏から秋の期間に若干低下（下線）したが、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㏄ ２，２７０本 

コップ／１８０cc １，８７３杯 

アイスクリーム 

（カップ／１２０ｍℓ） 

バニラ ４，５３６個 

ブルーベリー １，４３８個 

ストロベリー  １０個 

チョコレート １，６９５個 

アイスキャンディ ミルク ９，６９２本 

抹茶   ２，２２２本 

いちご  ５，４３１本 

みかん  ３，４２１本 

カフェオレ ２４２本 

あずき ８６０本 

牛乳ソフトクリーム １８，１９２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） 
１５，４０９個 

アイスクリーム及びアイスキャンディセット １３６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２９年１２月２２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 ８８セット 

８個 ９３セット 

アイスキャンディセット ６本 １２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 ４７セット 

牛乳（酪農家限定牛乳） ９００cc      ２２０本 
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ｂ ひなまつり特別セール 

【時 期】  平成３０年３月２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 ５８セット 

８個 ６６セット 

アイスキャンディセット ６本 ５セット 

１２本 １４セット 

アイスミックスセット カップ、キャンディセット ２２セット 

牛乳（酪農家限定牛乳） ９００cc  １８９本 
  

ｃ 郡山市ふるさと納税の返礼品 

【時 期】  平成２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） 

【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㎏ ３３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 ７，０３２個 

福島紀行 チョコカップ ３，２４０個 

福島紀行 ピーチカップ ３，１３２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） ８５８食 

単品 ５３１食 

牧場産ラム肉 セット（ライス・野菜付） ３８８食 

単品 ４０２食 

ジンギスカン セット（ライス・野菜付） ６９８食 

単品 ５２７食 

豚肉 セット（ライス・野菜付） ７１８食 

単品 ６４５食 

牧場産ウインナー １０本 ３７２食 

５本 ６８６食 

野菜盛り ５９３食 

ミックス盛り（牛肉･ラム肉･豚肉･ウインナー･野菜） ２，０２９食 

べこカレー ５０９食 

ライス ４，８１４食 

チーズサラダ ３３食 

ノンアルコールビール３５０ｍｌ缶 ６９８本 

ビール５００ｍｌ缶 ７８２本 

シードル３７２ｍｌ ２４本 
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エ 軽食売店販売 

品  名 販売数 

カップラーメン １０５個 

ポップコーン １，０８６個 

おにぎり    １００個 

味噌おでん ６０３食 

焼きそば ４，０６２食 

フライドポテト １，３７５個 

たこ焼き ６５６食 

フランクフルト ４，０５５本 

中華まん ６６０個 

玉こんにゃく １，８１６本 

コーンス－プ ３８１杯 

あげもち ２３５食 

ところてん １９１食 

からあげ ８７４食 

カップスープ １１個 

かき氷 ６４９杯 

ビール５００ｍｌ缶 ５６６本 

ビール３５０ｍｌ缶 ８８本 

コーヒー ３９４杯 

ジュース １，１７９本 

 

オ 羊肉加工品の販売 

（ア） 牧場内販売状況 

品  名 内容等 販売数 

牧場産ウインナー（持ち帰り

用） 

２５０ｇ ２２パック 

牧場産ラム肉（持ち帰り用） １８０ｇ ３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２９年１２月２２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 ９４パック 

５００ｇ ９５パック 
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カ 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】  ２，３２１人 

・個人（イベント等） １，１６６人 

・団体（２５件）    １，１５５人 

【参加料】  １人につき１回２００円 

 

キ 自動販売機の設置 

【時 期】  平成２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） 

【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   ２台 

               軽食売店内            ３台 

【設置手数料収入】          ８００，５０８円 

 

ク 雄子牛の販売 

【販売方法】   競り販売 

【販売頭数等】  ５頭      ７３８，３０６円 

 

ケ 鯉の餌の販売 

【時 期】      平成２９年４月８日（土）～１１月１２日（日） 

【販売数等】    １３，４４８袋   ６７２，４００円 

 

コ イベント等への臨時売店の出店 

(ア) 郡山カルチャーパーククリスマス２０１７ 

【時 期】  平成２９年１２月２３日（土）、２４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】  カレースープ、中華まん等販売 

【売上金額】  １３２，６５０円 

 

(イ) 雪あそび体験 

【時 期】  平成３０年１月２０日（土）～２月２５日（日）の土、日、祝日（１３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、中華まん等 

【売上金額】  １０７，９４０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２９年４月６日（木） 

【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】  ９１８人(ドリームランド６７７人、プール２４１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２９年７月１５日（土）～８月３１日(木) 

【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】  ６，１４４人（大人２，７８６人、子ども３，３５８人） 

 

（イ） 親子体験教室 

a 春の草花寄せ植え 
【時 期】  平成２９年５月４日（木） 

【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】  １９人 
【参加料】  １，５００円 
 

b やじろべえつくり 
【時 期】  平成２９年５月４日（木） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド  
【内 容】  木材でオリジナルのやじろべえをつくる 

【参加者】  ５０人 
【参加料】  無料 

 
c こいのぼりつくり 

【時 期】  平成２９年５月５日（金） 
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【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】  ２５０人 

【参加料】  無料 

d 体操教室 

【時 期】  平成２９年６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】  様々な運動器具を使った体操 

【参加者】  １３人 

【参加料】  無料 

 

e 健康教室 

【時 期】  平成２９年６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 会議室 

【内 容】  健康振興財団職員によるストレッチ指導 

【参加者】  １０人 

【参加料】  無料 

 

ｆ カブトムシつくり教室 

【時 期】  平成２９年７月３０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】  木材でオリジナルのカブトムシをつくる 

【参加者】  ２３人 

【参加料】  ３００円 

 

ｇ ポリネシアンダンス教室 

【時 期】  平成２９年８月６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】  ３０人 

【参加料】  無料 

 

ｈ みんなでランニング教室 

【時 期】  平成２９年９月１０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 

【参加者】  １９人 

【参加料】  無料 

 

ｉ プリザーブドフラワーアレンジメント教室 

【時 期】  平成２９年１０月１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】  ３人 

【参加料】  １，０００円 
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ｊ ガーデニング教室 

【時 期】  平成２９年１０月１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】  １５人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｋ ハロウィンリースつくり 

【時 期】  平成２９年１０月２２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】  ９人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｌ 樹木観察会 

【時 期】  平成２９年１１月５日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク 園内 

【内 容】  樹木医と園内の樹木及び草花観察とテラリウムつくり 

【参加者】  １６人 

【参加料】  無料 

 

ｍ クリスマスリースつくり 

【時 期】  平成２９年１１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 展示室 

【内 容】  生木を使ってクリスマスリースをつくる 

【参加者】  １９人 

【参加料】  １，０００円 

 

n そば打ち教室 

【時 期】  平成２９年１２月３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 門松つくり 

【時 期】  平成２９年１２月１０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】  親子で門松をつくる 
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【参加者】  ３６人 

【参加料】  ２，０００円 

 

ｐ 風船で雪だるまつくり 

【時 期】  平成２９年１２月２４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 

 

ｑ ヨガ教室 

【時 期】  平成３０年１月２１日（日）、２８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】  ヨガの基礎を学ぶ 

【参加者】  ３３人 

【参加料】  無料 

 

ｒ 陶芸教室 

【時 期】  平成３０年２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】  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】  １０人 

【参加料】  １，５００円 

 

ｓ ガーデニング教室 

【時 期】  平成３０年２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】  季節の寄せ植えをつくる 

【参加者】  ２０人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｔ 健康教室 

【時 期】  平成３０年３月１８日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド ドームテント前 

【内 容】  健康振興財団職員による体力チェック（血圧・体脂肪測定等） 

【参加者】  ９５人 

【参加料】  無料 

 

（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２９年５月３日（水）～７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 ・射的 
・SHOW TIME（大道芸人パフォーマンスショー 出演 クラウンリキ・ジャ

スティス） 
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・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】  ６，８３５人 

 
ｂ 夏休みイベント 

▼ 【時 期】  平成２９年８月６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】  １００人 

 

▼ 【時 期】  平成２９年８月１４日（月） 
【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 
【内 容】  ・ボウリングゲーム ・ストラックアウト ・スーパーボールすくい ・水ヨーヨ
ー釣り 

・SHOW TIME（ご当地アイドル 出演 マジカルバルルーンＹｅｓ） 
【参加者】  ９７２人 

 
ｃ 緑化フェア２０１７＆秋のイベント 
【時 期】  平成２９年１０月１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】  ・ボウリングゲーム ・ジャンボ輪投げ ・射的 ・おもちゃすくい 

・SHOW TIME（ご当地アイドル 出演 マジカルバルルーンＹes） 
・カルチャーパーク探検隊 ・花の苗プレゼント ・ポップコーンプレゼント 

【参加者】  ２，０２０人 
 

（エ） ドリームランド感謝祭 
【時 期】  平成２９年１１月５日（日）、１９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 ・射的 ・ストラックアウト 

・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 ・移動動物園(畜産振興事務所) 

【参加者】  １，２５３人 
 

（オ） 郡山カルチャーパーククリスマス２０１７ ～冬の遊園地で遊ぼう～（特別営業） 
【時 期】  平成２９年１２月２３日（土）、２４日（日） 
【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 
【内 容】  ・草花（ポインセチア）プレゼント ・クリスマスコンサート 

・移動動物園（畜産振興事務所） ・お楽しみ抽選会 等 
【参加者】  ６，８４７人 
 

（カ） ドリームランドオープンイベント 
【時 期】  平成３０年３月１７日（土）、１８日（日）、２５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 ・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 ボロスケ・タッシ
-） 
・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】  ２，４５６人 
 

（キ） がくとくんと写真撮影会 
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【時 期】  平成２９年９月１７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】  １３０人 
【参加料】  無料 
 

（ク） 誕生月遊具無料券配布 

【時 期】  平成２９年６月３日（土）～２５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】  ２７５人 

 

（ケ） ドリームランドフリーパス発行 

【時 期】  個人－毎月第２･第４土日、祝日 ４４回発行 
団体－随時 ４１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－２１，１５５人 
団体－ ２，１２９人 

 
（コ） 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２９年５月３日（水）～７日（日） ※５日間 

【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２９年７月２１日（金）～８月２４日（木） ※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２９年８月１４日（月） 

【延長時間】  午後４時３０分～午後９時 （４時間３０分） 
 
（サ） 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２９年８月１４日（月） 
【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】  ４３３人 

【利用料】  大人 ３００円、子供 １５０円 
 

（シ） アリーナイベント 

▼ 【時 期】  平成２９年６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】  ・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 
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・SHOW 

TIME（大道芸人パフォーマンスショー 出演 マネーシロー、さくらクラブ）  
・どこでも環境教室（郡山市生活環境課） 

【参加者】  ８０１人 
 

▼ 【時 期】  平成２９年１２月２４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】  ・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】  ７４４人 

（ス） 映画上映会 

ａ こども映画会 

【時 期】  平成２９年４月～平成３０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】  ６８９人 

 

ｂ パブリックシアター 

【時 期】  平成２９年４月～平成３０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】  １２５人 

 

ｃ 環境映画会 

【時 期】  平成２９年６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】  環境、資源映画 

【回 数】  １回 

【参加者】  ２６人 

 

（セ） 水泳教室 

【時 期】  平成２９年８月１日（火）～５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】  ２７５人 

【参加料】  無料 

 

（ソ） 草花配布 

【時 期】  平成２９年１２月１日（金）～１２月８日（金） 

【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） 
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（タ） ドリームランドの運営 

【時 期】  平成２９年４月１日(土)～１１月３０日(木) 午前９時３０分～午後４時３０分 

平成２９年１２月２３日(土)、２４日(日) 午前１１時～午後３時 

平成３０年 ３月１７日(土)～３１日(土) 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】  ８８９，０５８人 （※前年度 ８７２，９７７人） 

【利用料金収入】  ８７，１０８，７１０円 （※前年度 ８１，６８７，１６０円） 

 

（チ） プールの運営 
【時 期】  平成２９年７月１日(土)～８月３１日(木)  

（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】  ４５，６９３人 （※前年度 ５９，３８４人） 

【利用料金収入】  ７，０２５，８５０円 （※前年度 ９，６４５，１００円） 

 

（ツ） 屋内子どもの遊び場の運営 (平成２９年３月１８日オープン) 
【時 期】  平成２９年４月１日(土)～平成３０年３月３１日(土) 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】  ９２，５９７人（※前年度 ８，０１８人 ） 

 
イ 情報発信 

（ア） ダイレクトメールによるＰＲ 
【内 容】  遠足等での利用により地域への誘客を図るため、福島県内（福島市、

二本松市、大玉村、本宮市、郡山市、三春町、小野町、田村市、須賀川
市、鏡石町、矢吹町、泉崎村、中島村、白河市、会津若松市、猪苗代町、

いわき市）及び栃木県内（那須塩原市、那須町）の小学校及び幼稚園等
に対して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等を

同封したダイレクトメールを実施 
【件 数】  ８３５件 

 
（イ） ウェブサイト等活用による情報発信 

【時 期】  平成２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） 
【内 容】  郡山カルチャーパーク独自のウェブサイト、フェイスブック、ツイッターを

活用した施設案内・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  

【アクセス数】  ５９６，８１６件 （郡山カルチャーパークウェブサイト） ※前年度比 
約１９１％ 

【閲覧数】     ８３，９５１件 （郡山カルチャーパークフェイスブック）  
【閲覧数】    ２１８，７７０件 （郡山カルチャーパークツイッター）  

 

ウ 交流施設の提供 

（ア） カルチャーセンター 
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施設名 
利用者 

利用料金収入 
件数 人数 

第１会議室 ２７２件 ７，１４４人 ５２８，６２０円 

第２会議室 ２１６件 ４，１８９人 ３９０，０００円 

和室 １４２件 １，４４６人 ９９，５６０円 

アリーナ（団体） ２６４件 ３７，２７８人 ８９４，７１０円 

アリーナ（個人） － ３５，２９１人 ２，５８５，４８０円 

展示室 ８５件 ４，５１０人 ６２７，９６０円 

工作室 １７２件 ２，２８４人 ２４５，８６０円 

合  計 １，１５１件 ９２，１４２人 ５，３７２，１９０円 

                                ※前年度   ８５，７３１人   ５，４３１，６６８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 １６２，７７９人 １３８，４５０円 

                                  ※前年度    ９９，６４８人   １３３，７９０

円 

 

 

（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２９年４月１６日（日）～平成３０年３月１１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】  ６３３人 

【参加料】  ３００円 

 

ｂ 麓山の杜 新春茶会（初釜） 

【時 期】  平成３０年１月２１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】  １２０人 

【参加料】  １，０００円 

 

ｃ ひなまつり茶会 

【時 期】  平成３０年３月３日（土）、４日（日） 
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【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】  ２３１人 

【参加料】  ３００円 

 

（イ） 大人茶道教室 

【時 期】  ①平成２９年９月５日（火）、１２日(火)、２６日（火）  ３回開催 

②平成２９年１０月３日（火）、１７日(火)、２４日（火） 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】  ①２２人 

②２２人 

【参加料】  １，０００円 

（ウ） こども茶道教室 

【時 期】  平成２９年７月２６日（水）、８月２日（水）、９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】  ７８人 

【参加料】  １，０００円 

 

（エ） 国際交流茶の心 

【時 期】  平成２９年６月１７日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  外国人を対象とした茶道教室 

【参加者】  ４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２９年７月１６日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 ふれあいホール 

【内 容】  ウクレレコンサート（出演 野川教室 クウホアホア）  

 フラダンスショー（出演 フラホニケアロハ ワイメアエ、 

 フラホニケアロハ プアメリア、ウクレレ愛好会プアオリノ）  

【見学者】  ７２人 

 

▼ 【時 期】  平成２９年９月１０日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 ふれあいホール 

【内 容】  大正琴コンサート（出演 琴伝流大正琴ドリームストリングス） 

【見学者】  ９７人 

 

▼ 【時 期】  平成２９年１２月１０日（日） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 ふれあいホール 

【内 容】  クリスマスコンサート（出演 NOA トリオ、郡山 SAX カルテット） 
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【見学者】  １２０人 

 

▼ 【時 期】  平成３０年３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】  スプリングコンサート（出演 ＮＯＡトリオ） 

【見学者】  １２０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２９年６月１３日（火） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 四季の花壇 

【内 容】  近隣の幼稚園児を対象とした、園内花壇のチューリップの球根堀体験、 

球根は園児達へプレゼント 

【参加者】  セントポール幼稚園 園児５９人、付添５人  

ｂ チューリップの鉢植えつくり 

【時 期】  平成２９年１１月１８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 

【参加料】  ５００円 
 

ｃ チューリップ球根無料配布 
【時 期】  平成２９年１２月２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）イベント「ジャン
ジャンまつり」の参加者に園内で採取した球根を配布 

【配布人数】  約７０人 
 

（キ） 物つくり教室 
ａ デコパージュ教室 

【時 期】  平成２９年４月２２日（土） 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  デコパージュのバッグつくり 
【参加者】  １４人 

【参加料】  ２，５００円 
 

ｂ カルトナージュ教室 
【時 期】  平成２９年６月１０日（土） 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  厚紙を加工し布貼りしてトレーつくり 

【参加者】  １５人 
【参加料】  ２，０００円 

 
ｃ レザークラフト教室 

【時 期】  平成２９年７月３０日（日） 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  コインケースつくり 
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【参加者】  １１人 

【参加料】  ２，５００円 
 

ｄ トールペイント教室 
【時 期】  平成２９年１２月１３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】  １，７００円 

 
ｅ お正月縁起物教室  

【時 期】  平成２９年１２月１７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】  ２１人 

【参加料】  ２，０００円 
イ 緑化啓発 

（ア） 園芸教室 
【時 期】  平成２９年４月２９日（土）～平成３０年２月２４日（土） １０回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  ①平成２９年 ４月２９日（土） 母の日生花アレンジ 

②平成２９年 ５月２７日（土） 野菜の寄せ植え 
③平成２９年 ６月２４日（土） ハーブを使った寄せ植え 

④平成２９年 ７月２９日（土） 山野草の苔玉（寄せ植え） 
⑤平成２９年 ９月１６日（土） 敬老の日アレンジ 

⑥平成２９年１０月２８日（土） ハイドロカルチャー 
⑦平成２９年１１月２５日（土） クリスマスアレンジのミニチュアガーデン 

⑧平成２９年１２月２３日（土） お正月の花 
⑨平成３０年 １月２７日（土） 春のアレンジ 

⑩平成３０年 ２月２４日（土） ひなまつりアレンジ 
【参加者】  １３４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２９年４月１５日（土）～平成３０年３月１０日（土）  １２回開催 

【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  ①平成２９年 ４月１５日（土） 母の日アレンジ 

②平成２９年 ５月２０日（土） 父の日アレンジ 
③平成２９年 ６月１７日（土） ハンギングアレンジ 

④平成２９年 ７月 ８日（土） テーブルに浜辺のアレンジ 
⑤平成２９年 ８月 ５日（土） 和風アレンジ 

⑥平成２９年 ９月 ９日（土） 可愛いブーケアレンジ 
⑦平成２９年１０月１４日（土） ハロウィンアレンジ 

⑧平成２９年１１月１１日（土） キャンドルスタンドアレンジ 
⑨平成２９年１２月 ２日（土） クリスマスのガーランド 

⑩平成３０年 １月２０日（土） プリアートキャンパス 
⑪平成３０年 ２月１７日（土） 写真立て 

⑫平成３０年 ３月１０日（土） イースターアレンジ 
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【参加者】  １３６人 

【参加料】  ３，５００円 
 

（ウ） ゆかた着付け教室 
【時 期】  平成２９年７月１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】  ５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２９年５月２１日（日） 
【会 場】  桃見台地区 

【内 容】  桃見台地区周辺歴史探訪 
【参加者】  ２１人 

【参加料】  無料 

▼ 【時 期】  平成２９年９月３日（日） 

【会 場】  麓山公園 
【内 容】  麓山公園ウォーキング＆日本遺産で一句 

【参加者】  １０人 
【参加料】  無料 

 
（オ） 麓山の杜文化祭（作品発表会） 

【時 期】  平成２９年１１月２２日（水）、２３日（木） 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：ポーセリンアート 
２３日：レザークラフト、プリザーブドフラワー 

 ・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、カルトナージュ 

【参加者】  １７８人 
 

（カ） 初歩の華道教室 
【時 期】  平成２９年９月２日（土）、１０月７日(土)、１１月４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】  １５人 
【参加料】  １，５００円 

 
（キ） 草花無料配布 

【時 期】  平成２９年９月１０日（日）、１２月２日(土)、平成３０年３月１８日（日） 
【会 場】  ２１世紀記念公園 交流施設 

【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２９年１９月１０日(日) リンドウ   １００ポット 

②平成２９年１２月１２日(土) ジュリアン  １００ポット 
③平成３０年１３月１８日(日) ミニバラ   １２０ポット 
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ウ 情報発信 

ウェブサイト等活用による情報発信 
【時 期】  平成２９年４月１日（土）～平成３０年３月３１日（土） 

【内 容】  ２１世紀記念公園独自のウェブサイト、フェイスブックを活用した施設案
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 
【アクセス数】  ４０，２２７件 （２１世紀記念公園ウェブサイト） ※前年度比 約４８

２％ 
【閲覧者】    ６９，９８６件 （２１世紀記念公園フェイスブック） 

 
(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２９年４月２３日（日）～平成３０年３月４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】  ３２６本 
（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２９年４月２３日（日）～平成３０年３月４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２９年 ４月２３日（日） 常緑樹の剪定 

②平成２９年 ５月２８日（日） シャクナゲ、ツツジ類の花後の管理 
③平成２９年 ６月２５日（日） 夏の樹木の管理 

④平成２９年 ９月２４日（日） 雑草と除草剤について 
⑤平成２９年１０月２２日（日） 落葉樹の剪定 

⑥平成２９年１１月１９日（日） 植物の冬越しと寒肥について 
⑦平成３０年 ３月 ４日（日） サザンカ、ツバキの花後の管理 

【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２９年４月１６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】  ２１人 
 

c エコ教室 「テラリウムつくり」 
【時 期】  平成２９年７月２３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 「テラリウムつくり・緑の相談」 
【時 期】  平成２９年１０月１日（日） 

【会 場】  郡山カルチャーパーク レストラン前通路 
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【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】  ４０人 
 

（ウ） 苗木・草花無料配布 
▼ 【時 期】  平成２９年４月８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  

クルメツツジ   ３００ポット 
  

▼ 【時 期】  平成２９年７月１６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 
ハイビスカス   １００ポット 

 

▼ 【時 期】  平成２９年１１月２２日（水）、２３日(木) 

【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 

ポインセチア   各日１００ポット 
 

 

▼ 【時 期】  平成２９年１２月１０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 

金のなる木    １００ポット 
 

▼ 【時 期】  平成３０年３月１７日（土） 
【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【内 容】  ドリームランド来場者に対して草花苗を無料配布 
サイネリア     ３００ポット 

 
イ 生垣設置助成 

【件 数】 １１件 
【総 延 長】 １４０．２３ｍ 

【対象事業費】 １，６８６，０９４円 
【助 成 額】 ６３８,０００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 生垣助成申請書 ３,０００部 

ｂ 事業案内チラシ ３,０００枚 

ｃ 記念樹（樹木）の植栽方法と管理パンフ ４００部 

ｄ 贈呈券付きハガキ(記念樹交付案内) ４００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２９年４月～平成３０年３月  随時（年４回） 

【発行枚数】  ６００枚 
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【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２９年４月１日（土）～１１月５日（日）、平成３０年３月１７日（土）～３１

日（土） 

（土、日、祝日、夏休み期間、春休み期間） 

平成２９年１２月２３日（土）、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７０，３３３食 

 

イ 売店の運営 

【期 間】  平成２９年４月１日（土）～１１月５日（日）、平成３０年３月１７日（土）～３１

日（土） 

（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２９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３

４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。 


