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事 業 概 要 

 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、新しい生活様式を取り入れた管理運営を徹

底し利用者の安全安心を図るとともに、SNS等による情報発信を積極的に行ない交流人口の維持拡大に努め

て参りました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言措置により、指定管理施設ではゴールデンウィ

ーク期間を含む4月中旬から5月中旬まで臨時休業を余儀なくされたほか、施設再開後においても市民等の外

出自粛意識による利用控えなどから、利用者数及び利用料金収入は、それぞれ大きく減少する結果となりまし

た。 

また、令和3年2月13日に発生した福島県沖地震においては、施設の一部が損傷するなどの被害が生じ、特

に天井部のボルトナットが複数落下したカルチャーセンターのアリーナでは、修理のために足場の設置が必要なこと

などから、復旧には数か月要するような被害を受けたところであります。 

このようなことから、令和２年度利用者数は、全体で前年度比約53.4%減の696,715人、利用料金収入

が、同じく全体で約39.2%減の70,067,400円と、ともに大きく減少したところであります。なお、利用状況の詳細

は、下表のとおりです。 

 

《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 
令和２年度 令和元年度 

郡山石筵ふれあい牧場 67,217 75,440 ▲8,223 

郡山カルチャーパーク 

(うち屋内子どもの遊び場) 

606,567 

(47,123) 

1,375,249 

(99,414) 

▲768,682 

(▲52,291) 

21世紀記念公園 4,839 12,317 ▲7,478 

八山田こども公園 18,092 31,468 ▲13,376 

合     計 696,715 1,494,474 ▲797,759 

 

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

施 設 名 
利用料金収入 

増減 
令和２年度 令和元年度 

郡山石筵ふれあい牧場 10,446,750 12,694,070 ▲2,247,320 

郡山カルチャーパーク 58,783,910 100,490,385 ▲41,706,475 

21世紀記念公園 836,740 2,142,020 ▲1,305,280 

八山田こども公園 0 5,000 ▲5,000 

合     計 70,067,400 115,331,475 ▲45,264,075 
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Ⅰ 事 業 報 告  

《公益目的事業》 
 

１ 観光の振興に関する事業 ［公1］ 
 

(1) 観光牧場運営による観光交流の推進  〈郡山石筵ふれあい牧場〉 

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

展開することで、交流人口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。 
 

①観光牧場の運営 

 ア 郡山石筵ふれあい牧場の運営 

【時 期】 令和2年4月1日(水)～11月30日(月) 午前9時30分～午後4時30分 

※新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言措置等によりR2.4.18(土)~R2.5.19(火)臨時

休業 

▶冬季特別営業 ※土日祝休日(年末年始除く)のみ営業 

 令和2年12月5日(土)～令和3年3月28日(日) 午前10時～午後3時  

【施設概要】 ふれあい動物園、ターゲットバードゴルフ場、いも煮会場、ふれあい広場 他 

【利 用 者】         67,217人 (※前年度 75,440人) 

【利用料金収入】 10,446,750円 (※前年度 12,694,070円) 
 

実施項目 実施時期 内容 利用者数 

ふれあい動物園 
R2.4.1(水)～R2.11.30(月)、 

R2.12.5(土)～R3.３.28(日) 

※12月～3月は土日祝休日のみ 

アルパカ、馬、ロバ、 
ポニー、山羊、緬羊、
ウサギ等の展示 

67,217人 

乗馬 R2.4.1(水)～R2.11.30(月) 
乗馬コース 
(1周100m） 

大人 1,968人    
こども 3,842人 
計  5,810人 

おもしろ自転車 

マウンテンバイク 
R2.4.1(水)～R2.11.30(月) 

おもしろ自転車 8台 

マウンテンバイク20台 
59,589人 

ターゲットバード 

ゴルフ 
R2.4.1(水)～R2.11.30(月) 18ホール 598人 

いも煮会場 R2.4.1(水)～R2.11.30(月) 
かまど12 
鉄板､ｶ゙ ｽｺﾝﾛ(有料) 

248人 
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《ふれあい動物園家畜飼養管理状況》 

 

 

R2.4.1 生産（導入） 販売(異動) へい死 Ｒ3.3.31 

雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 

馬 
成畜 4 2     １  3 2 

仔畜           

ポニー 
成畜 5 2       ５ ２ 

仔畜           

ロバ 
成畜 2 ２       2 ３ 

仔畜  1         

山羊 
成畜 14 ５      １ 15 ４ 

仔畜 １  １ １     １ １ 

緬羊 
成畜 16 ８  １  3※  １ 19 10 

仔畜 ３ ４ ３ 1   １  2  

ウサギ 
成畜 19 13     ３  6 18  15 

仔畜 ８ ５  ３  

アヒル 
成鳥 2 3     １ ２ １ １ 

小鳥      

ガチョウ 
成鳥 1 1     １  ２ ２ 

小鳥  ３    

クジャク 
成鳥 1        １  

小鳥      

モルモット 
成畜 7 ６     ４ １ ３ ５ 

仔畜      

アルパカ 
成畜 1 1       1 1 

仔畜      

合  計 132 15 3 25 119 

                              ※肥育のため、畜産の振興に関する事業へ異動 

 
《ふれあい動物園家畜用餌販売状況》 

【販売個数等】  固形エサ   1,329個   265,800円 
人参     28,348個   5,669,600円 

 

② 観光交流推進事業 

ア 観光誘客のためのイベント事業 

（ア）再オープンイベント ※新型コロナウイルス感染症によりオープンセレモニーを中止 

【時 期】  令和2年4月5日(日) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  入場無料、アイスキャンディプレゼント等 

【入場者】  82人 
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（イ）第20回緬羊まつり 

【時 期】  令和2年９月13日(日) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ・緬羊レース ・緬羊○×クイズ ・緬羊毛刈り実演及び体験他 

【入場者】  1,057人 
 

（ウ）第26回牧場まつり 

【時 期】  令和2年10月10日(土)・11日(日) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  ・牛乳早飲み大会 ・牛の乳搾り体験 ・バター作り体験 ・落書きコーナー  

・抽選会 ・花苗プレゼント 他 

【入場者】  559人(2日間) 

 

（エ）牧場感謝祭 ありがとう2020 
【時 期】  令和2年11月8日(日) 
【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 
【内 容】  ・入場無料、豚汁無料配布、抽選会、牛の乳搾り体験、バター作り体験 他 
【入場者】  1,383人 
 

（オ）雪まつり    
【時 期】  令和3年2月11日(木) 
【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 草地 
【内 容】  ・入場無料、かまくら作り、雪中宝さがし 他 
【入場者】  572人 

 
（カ）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】  射的、スーパーボールすくい等 

【参加者】  222人 
【参加料】  1回 100円 

 

イ 地域連携による観光誘客の推進 

（ア）市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  令和2年4月6日(月) ※無料招待券配布時期 

【内 容】  動物との触れ有を通じて児童・青少年の健全な育成に寄与するため、市内の各小学校

新入生に対して郡山石筵ふれあい牧場の入場無料招待券を1人につき2枚贈呈 

【利用者】   377人 

 

（イ）こおりやま広域圏内(郡山市を除く)小学校新入生無料招待  《新規》 

【時 期】  令和2年５月 ※無料招待券配布時期 

【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、こおりやま広域圏

内(郡山市を除く)の各小学校新入生に対して郡山石筵ふれあい牧場の入場無料招待券

を1人につき2枚贈呈 

【利用者】   274人 
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（ウ）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】  令和2年7月21日(火)～8月31日(月) 

【内 容】  夏休み期間における親子の交流等を促進し、もって児童・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、保育所等の児童及び旅館・ホテル

宿泊者に郡山石筵ふれあい牧場入場無料券を1人につき1枚贈呈 

【利用者】  1,246人(大人 1,044人、小・中学生202人) 
 

（エ）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】  令和2年7月21日(火)～8月31日(月) 

【内 容】  夏休み期間中の相互利用の促進を図るとともに、地元熱海町の活性化に寄与するた

め、それぞれの入場割引券(2割引)を互いの施設の来場者へ配布 

【利用者】  0人 
 

（オ）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】  郡山石筵ふれあい牧場の令和２年度開場期間 

【内 容】  地元熱海町の活性化及び観光振興に寄与するため、磐梯熱海温泉旅館等の宿泊者

に対し割引サービスを実施 

【利用者】  42人(大人34人、小・中学生8人) 
 

（カ）郡山石筵ふれあい牧場及び郡山カルチャーパーク連携事業 

【時 期】  郡山石筵ふれあい牧場の令和２年度開場期間 

【内 容】  施設間の利用促進及び連携を図るため、使用後のドリームランドフリーパス券(リストバン

ド)を持参した場合、割引料金を適用 

【利用者】  18人(大人11人、小・中学生7人) 
 

（キ）郡山石筵ふれあい牧場及び中ノ沢温泉・沼尻温泉連携事業 

【時 期】  郡山石筵ふれあい牧場の令和２年度開場期間 

【内 容】  猪苗代町の地域活性化及び観光振興に寄与するため、中ノ沢・沼尻温泉の旅館等に

宿泊したお客様が牧場に来場した際に、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】  20人(大人19人、小・中学生1人) 
 

（ク）雨の多い時季における特別企画 

【時 期】  令和2年6月及び9月の平日 

【内 容】  雨の多い時季に施設の利用促進を図るため、個人入場者に割引料金を適用 

【利用者】   6月 717人(大人 714人、小・中学生 3人) 

 9月  1,371人(大人 848人、小・中学生 523人) 
 

（ケ）夏休み期間中の開場日・開場時間拡大  

【時 期】  令和2年7月21日(火)～8月24日(月) 

【内 容】  夏休み期間中の利用促進及び酷暑時期の利用者数減少を防ぐ対策として、朝の涼し

い時間帯に利用してもらえるよう、営業時間を30分早めて開場 

【延長時間】  午前9時～午前9時30分 (30分) 
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（コ）ボランティア及びアンバサダーの活用  

【内 容】  利用者サービスの向上を図るため、家畜動物に関する解説、説明等を行うボランティア、

牧場アンバサダーの募集 

【募集期間】  令和2年4月1日(水)～30日(木) 

【募集者数】  0人 

 

③ 体験の場の提供 

ア 移動動物園 ※新型コロナウィルス感染症により中止 
郡山市の主催及び共催事業並びに市内の公共団体等が行う地域活性化に寄与する事業等への無

料出前サービス 
 

イ 家畜舎のバックヤード見学  

【時 期】  毎月第2水曜日 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  78人   

【参加料】  無料 
 

ウ  動物への給餌体験 

【時 期】  随時 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  29,677人 

【参加料】  1個 200円 

 

    エ 鯉への給餌体験 

【時  期】  随時 

【会  場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  8,467人 

【参加料】  1個 100円 
 

オ 山羊等の散歩体験 

【時 期】  毎月第4日曜日 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  137人  

【参加料】  無料 
 

カ 馬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】  176人 
【参加料】  無料 
 

キ ウサギ等の小動物とのふれあい体験 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  随時 
【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 
【参加料】  無料 
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ク 絵付け体験  

【時 期】  随時 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 
【参加者】  34人 
【参加料】  1回につき310円 

 

ケ 夏休みこども体験 

【時 期】  令和2年7月26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 

【参加者】  900人  

 

コ 第2回親子流星観察体験  

【時 期】  令和2年８月22日(土) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  親子で夏の夜空に浮かぶ星を観察体験 

【参加者】  18人 

【参加料】  無料 

 

サ 親子水ロケット製作打ち上げ体験  

【時 期】  令和2年10月17日(土) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【内 容】  親子でペットボトルのロケットを作成し、打ち上げを体験 

【参加者】  20人 

【参加料】  無料 

 

シ 物作り体験 

【時 期】  令和2年11月22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】  20組40人 

【参加料】  1組 １,000円 

 

ス 雪あそび体験  

【時 期】  令和2年12月5日(土)～令和3年３月28日(日)の土日祝休日 

【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 

【参加者】  1,522人 

 

④ 情報発信 

ア ダイレクトメールによるＰＲ ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和3年3月 

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場を活用しながら、一層の観光誘客を図るため、観光関係団体、

小学校、幼稚園等（県外含め）に対するダイレクトメール 
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イ ウェブサイト等活用による情報発信 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場独自のウェブサイトで、施設案内・イベント紹介を実施 

【アクセス数】  郡山石筵ふれあい牧場ウェブサイト289,089 件 ※前年度比 約 113 ％ 

 
ウ SNS（facebook、twitter、Instagram）活用による情報発信 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 
【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場独自のフェイスブック、ツイッター、インスタグラムで施設案内・イベ

ント紹介を実施 
【アクセス数】  郡山石筵ふれあい牧場フェイスブック     45,510 件 ※前年度比 約  41 ％ 

郡山石筵ふれあい牧場ツイッター      55,514 件 ※前年度比 約  79 ％ 
郡山石筵ふれあい牧場インスタグラム    37,634 件 ※前年度比 約246 ％ 

 

エ 広報誌等の活用による情報発信 

（ア）市広報誌「広報こおりやま」による施設及びイベント情報発信  

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【掲載数】  12回 

 

（イ）公共機関、観光関連団体等が発行する広報誌等へのクーポン券提供による情報発信 

a 郡山コンベンションビューロー「ビジターズガイド」 

【時 期】  令和2年４月1日(水)～令和3年1月31日(日) 

【利用件数】  2件 

 

b  NEXCO東日本 復興支援「福島ハイウェイドライブチャンス2020」 

【時 期】  令和2年9月1日(火)～令和3年1月31日(日) 

【利用件数】  29件 

 

オ 営業の強化等による情報発信 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

（ア） 郡山コンベンションビューロー連携による首都圏営業活動等 

（イ） 県内外の小学校、幼稚園等への直接訪問による営業活動等 

（ウ） 地元観光協会等が主催するイベント参加による施設PR 

 

⑤ 利用者アンケートの実施 ※指定管理者アンケート実施月の9月、10月を除く 

【時 期】   令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【件 数】  24件 
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(2) 遊戯施設、プール施設運営による観光交流の推進  〈郡山カルチャーパーク ドリームランド・プール〉 

県内有数の遊戯施設、プール施設の利活用により、一層の交流人口と市民交流の拡大を推進し、地域

活性化と潤いのあるまちづくりに寄与するため、次の事業を実施した。 
 

① 遊戯施設運営による観光交流の推進 

ア 郡山カルチャーパークドリームランドの運営  

【時 期】 令和2年4月1日(水)～11月30日(月)及び 

令和3年3月20日(土)～31日(水)   午前9時30分～午後4時30分 

※新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言措置等によりR2.4.18(土)~R2.5.22(金)臨時

休業 

▶冬季特別営業  

 令和2年12月5日(土)～令和3年3月14日(日)土日祝休日 午前11時～午後3時 

 ※福島県沖地震によりR3.2.14~R3.3.14臨時休業 

【施設概要】  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】         484,912人 (※前年度 889,868人) 
【利用料金収入】  50,079,830円 (※前年度 85,636,310円)  

 

イ 観光交流推進事業 

(ア) 観光誘客のためのイベント事業 

ａ ゴールデンウィークイベント ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年5月2日(土)～6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 

・SHOW TIME(大道芸人パフォーマンスショー) 

・着ぐるみ「がくとくん、おんぷちゃん」と遊ぼう 

 

b 真夏のドリームランドに雪が降る ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年8月9日(日) 

【会 場】  カルチャーセンター屋外ステージ前広場 

【内 容】  暑さが厳しい真夏に降雪マシンで雪を降らせ、清涼感を演出する 

 

ｃ 夏のイベント 

【時 期】  令和2年8月14日(金) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【内 容】  ・射的 ・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 ・水あそび(笹船であそぶ)  

・SHOW TIME(ご当地アイドル 出演 マジカルバルルーンYes) 

【参加者】  1,461人 

 

ｄ 緑化フェア 

【時 期】  令和2年10月4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 ・射的 ・花の苗プレゼント ・ポップコーンプレゼント 

・SHOW TIME(ご当地アイドル 出演 マジカルバルルーンYes、マジカルキャンディ) 

【参加者】  1,694人 
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ｅ ドリームランド感謝祭 

【時 期】  令和2年11月1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 ・入園者プレゼント ・ジャンボダーツ ・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  ・ビンゴゲーム 

【参加者】  12,683人 
 

ｆ 冬のイベント カルチャーパーククリスマス 

【時 期】  令和2年12月19日(土)・20日(日) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド、カルチャーセンター 展示室 

【内 容】  ・観覧車乗車の方に抽選で草花(ポインセチア)プレゼント ・クリスマスコンサート 

・お楽しみ抽選会   

【参加者】  234人 
 

ｇ ドリームランドオープンイベント 

【時 期】  令和3年3月20日(土)・21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 ・あぐりあコラボ無料券プレゼント ・花の苗プレゼント 

         ・ポン菓子プレゼント ・オープンプレゼント配布 ・がくとくんと写真撮影会  

・SHOW TIME(大道芸人パフォーマンスショー 出演 タッシー、ボロスケ) 

【参加者】  1,169人 
 

ｈ 紙(布)芝居 ※参加者多数のためカルチャーセンター展示室から会場変更 

【時 期】  令和3年3月21日(日)  

【会 場】  郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場 

【内 容】  布で作った体験型紙芝居 

【参加者】  55人 
 

ｉ ドリームランドフリーパス発行 

【時 期】  個人  毎月土･日曜日、祝休日 70回発行 

団体  随時 26団体  

【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日乗り放題のフリーパスを発行 

【利用者】  (個 人)  20,855人 

(団 体)    795人 
 

ｊ ドリームランド営業時間延長 

▼ ゴールデンウィーク期間 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年5月2日(土)～6日(水) ※5日間 

【延長時間】  午後4時30分～午後5時 (30分)  

 

▼ 夏休み期間 ※新型コロナウイルス感染症により期間短縮 

【時 期】  令和2年8月1日(土)～19日(水) ※19日間 

【延長時間】  午後4時30分～午後5時 (30分) 
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▼ あさか野夏まつり花火大会ナイター営業 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年8月14日(金)  

【延長時間】  午後4時3０分～午後9時 (4時間30分) 

 

k 誕生月遊具無料券配布 

【時 期】  令和2年6月6日(土)～28日(日)の土日 ※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】  179人 

 

(イ) 地域連携による観光誘客の推進 

  ａ 市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  令和2年4月6日(月)  ※無料招待券配布時期 

【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 

【利用者】  780人(ドリームランド561人、プール219人) 

 

b こおりやま広域圏内(郡山市除く)小学校新入生無料招待 《新規》 

【時 期】  令和2年5月 ※無料招待券配布時期 

【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2枚贈呈 

【利用者】  253人(ドリームランド211人、プール42人) 

 

 ｃ 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】  令和2年7月21日(火)～８月31日(月) 

【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】  5,068人 

 

ｄ 幼稚園、保育所等運動会参加児童無料招待 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【内 容】  当施設を運動会等で利用する、幼稚園、保育所等児童に対してドリームランド遊戯施

設の無料招待券（当日券）を進呈 

【利用者】  27人 

 

ｅ 市内小学生等特典付き年間イベントチラシ配布 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和３年3月 

【内 容】  年間のイベントを一覧にしたチラシに、イベント当日に限り利用可能な特典チケットを付与

し、市内の小学校、幼稚園、保育所等の児童へ配布 

【配布数】  市内小学校・私立幼稚園等 
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 f  JA福島さくら農産物直売施設「あぐりあ」連携事業  《新規》 

       【時  期】  令和３年3月16日(火)・20日(土)・21日(日)・27日(土)・28日(日) 

       【内  容】  「あぐりあ」施設内で物品を購入した方先着50名にドリームランド1機種無料券のプレゼ 

ント及びドリームランドフリーパスチケット販売日にフリーパスチケットを購入した方先着50名 

にあぐりあ商品の引換券をプレゼント 

       【配布数】  あぐりあ 配布数 250枚 

               ドリームランド 配布数 105枚 

 

② プール施設運営による観光交流の推進 

ア 郡山カルチャーパーク プールの運営 ※新型コロナウイルス感染症により各回700名の入場制限 

【時 期】  令和2年7月4日(土)～８月31日(月)           

(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】  28,278人 (※前年度 43,195人) 

【利用料金収入】  4,800,620円 (※前年度 8,405,100円)  
 

イ 観光交流推進事業 
(ア) 水泳大会等誘致活動 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【内 容】   福島県観光物産交流協会観光部が主催する福島教育旅行・合宿誘致キャラバン 
に参加しパンフレットによる施設案内 

 

ウ 体験の場の提供 

(ア)  幼児プールで宝さがし 
【時 期】  令和2年8月3日(月)、17日(月)   

【内 容】  幼児プール内で宝探しをし、親子で水に親しむ 
【参加者】  53人 
【参加料】  無料 

 
(イ) 水泳体験教室 

【時 期】  令和2年8月1日(土)～5日(水) 
【会 場】  郡山カルチャーパーク プール 
【対 象】  小学校低学年 
【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】  97人 
【参加料】  無料（保険料別途） 

 

(ウ) ポリネシアンダンスショー・ポリネシアンダンス教室 

【時 期】  令和2年8月2日(日) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク プール 

【内 容】  夏の雰囲気を演出するポリネシアンダンスショーを楽しんだ後、希望者へ基礎的なダンスを

指導し、披露する 

【参加者】  231人 
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(エ) あさか野夏まつり花火大会をプール観覧席から観よう ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年8月14日(金) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク プールスタンド 

【内 容】  あさか野夏まつり花火大会観覧用としてプールスタンド席を開放 

【利用料】  大人 300円、子供 150円 

 

③ 情報発信 
ア ダイレクトメールによるＰＲ ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和3年3月  

【内 容】  東北中央自動車道の山形県までの開通に伴い、新規顧客の開拓先として、郡山カルチ

ャーパークまで約70分でアクセス可能となった、山形市内の幼稚園、小学校や旅行代理店

等を対象に遠足等での利用促進を図るため、パンフレット等を同封したダイレクトメール 

 

イ ウェブサイト活用による情報発信 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【内 容】  郡山カルチャーパーク独自のウェブサイトで、施設案内・イベント紹介を実施 

【アクセス数】  郡山カルチャーパークウェブサイト          471,709件 ※前年度比 約69％ 

 

ウ SNS活用による情報発信 

(ア) 各種SNS（facebook、twitter、Instagram）の運用 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【内 容】  郡山カルチャーパーク独自のフェイスブック、ツイッター、インスタグラムで、施設案内・イベン

ト紹介を実施したほか、郡山市等関係団体SNSに施設案内、イベント紹介を掲載 

【アクセス数】  郡山カルチャーパークフェイスブック    145,338件 ※前年度比 約68％ 

郡山カルチャーパークツイッター      208,815件 ※前年度比 約 89％ 

郡山カルチャーパークインスタグラム      45,940件 ※前年度比 約206％ 

 

(イ) インスタグラムモニターによる情報発信 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【内 容】  一定数のフォロワーを持つインスタグラマーをモニターとして募集し、施設の情報発信を行う  

【モニター人数】  2人 

 

エ 広報誌等の活用による情報発信発信 

(ア) 市広報誌「広報こおりやま」による施設及びイベント情報発信 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【掲載数】  12回 

 

(イ) 公共機関、観光関連団体等が発行する広報誌等へのクーポン券提供による情報発信 

a  郡山コンベンションビューロー「ビジターズガイド」 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【利用件数】     43件 
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ｂ NEXCO東日本 復興支援「福島ハイウェイドライブチャンス2020」 

【時 期】  令和2年9月1日(火)～令和3年1月31日(日) 

【利用件数】     947件  

 
オ 営業の強化による情報発信 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

（ア） 郡山コンベンションビューロー連携による首都圏営業活動等 

（イ） 県内外の小学校、幼稚園等への直接訪問による営業活動等 

（ウ） 地元観光協会等が主催するイベント参加による施設PR 

 

④ 利用者アンケートの実施 ※指定管理者アンケート実施月の9月、10月を除く 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水)  

【件 数】  24件 
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２ 畜産の振興に関する事業 ［公３］  〈郡山石筵ふれあい牧場〉 

 

(1) 畜産調査研究の実施   

畜産技術の調査研究を行い、その研究成果を地域畜産農家へ還元することにより、地域畜産の振興を

図るため、次の事業を実施した。 
 

① 畜産農家支援事業 

ア 預託放牧事業 

【時  期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【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】  14頭 

 

② 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】  令和２年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【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 雄 備考 

１３５００  

６４４０ ７ 
普通 (アンデナイト） R1.7.11 R2.4.17  〇 

販売      

（R2.5.12） 

１３５００  

６４４３ ８ 
普通（ソロモン） R1.7.19 R2.4.29 〇   

１５０８８  

６４８６ ６ 
性判別（ジャコビー） R1.9.4 R2.6.6 〇   

１５０９１  

６４６５ １ 
性判別（キングドック) R1.9.22 R2.7.1 〇   

１５０９１  

６４７４ ３ 
性判別（キングドック) R1.10.5 R2.7.11 〇   

１５０８８  

６４８７ ３ 
普通（アーティスト) R1.10.27 R2.8.5  ○ 

販売      

（R2.9.10） 

１５０９１  

６４７３ ６ 
普通（ユニクス） R1.10.30 R2.8.5  ○ 

販売      

（R2.9.10） 

１５０９１  

６４６１ ３ 
普通（ユニクス） R1.11.6 R2.8.10  ○ 

販売      

（R2.9.10） 

１３５００ 

６４３０ ８ 
普通 (タトウー) R1.11.22 R2.8.29  〇 

販売      

（R2.10.14） 

１５０９１  

６４６４ ４ 
普通（ビーコン） R1.12.17 R2.9.20 〇   

１５０９１  

６４６６ ８ 
性判別（ルビコン) R2.2.14 R2.11.24 〇   

１５０９１   

６４７６ ７ 
普通（ユニクス) R2.3.19 Ｒ2.12.22  ○ 

販売      

（Ｒ3.１.12） 
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１３５００   

６４４６ ９ 
普通（ロケットファイヤー） Ｒ2.5.5 Ｒ3.2.2 ○   

１５０８８  

６４９１ ０ 
性判別（ユニクス) Ｒ2.5.21 

Ｒ3.2.26
死産 

〇   

1５０８８   

６４８８ ０ 
性判別（ダンテ) Ｒ1.11.8 

Ｒ2.8.12 
死産 

〇  
初妊牛 譲渡

（Ｒ2.6.6） 

１５０８８  

６４８９ ７ 
性判別（タトウー) Ｒ1.12.9 Ｒ2.9.16  〇 

初妊牛 譲渡

（Ｒ2.6.10） 

１５０８８   

６４９０ ３ 
性判別（ファイアークラッカー) Ｒ2.5.9 Ｒ3.2.13 〇  

初妊牛 譲渡

（Ｒ3.1.12） 

１５０８８   

６４９２ ７ 
性判別（ファイアークラッカー) Ｒ2.6.18 Ｒ3.3.23 〇  

初妊牛 譲渡

（Ｒ3.1.10） 

※（  ）内は種雄牛名 

《雌牛の出生率》   性判別精液使用時  88.9％ （8頭／9頭）※うち2頭死産 

              普通精液使用時   33.3％ （3頭／9頭） 
※性判別精液は量が普通精液より少量であるため、これまでは受胎しやすい未経産の若い牛に限定し使用

してきたが、より雌牛の出生数向上を図るため、経産牛(1産～5産目の牛)にも使用している。 
 

イ 譲渡した初妊牛の追跡調査 

【時 期】  令和３年１月25日(月) 

【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】  3件 
 

ウ 専門家招聘事業〈職員のスキルアップ〉 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

 

《乳用牛及び緬羊飼養管理状況》 

 

 

                   ※肥育のため、観光牧場運営による観光交流の推進から異動 

 

③ 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】  令和2年5月24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 

※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 

 

 

 

R２.4.1 生産（異動） 販売 へい死 Ｒ3.3.31 

雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 雌 雄 

乳用牛 
成畜 15    2    16  

仔畜 13  8 ６ 4 ６ 1  13  

緬羊 
成畜    3※      3 

仔畜           

合  計 28 17 12 1 32 
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【分析結果】 

 乾物中 

標準値 測定値 

カルシウム 0.2～0.4％ 0.30％ 

リン 0.2～0.4％ 0.32％ 

マグネシウム 0.1～0.2％ 0.19％ 

カリウム 1.7～3.5％ 3.20％ 

硫黄 0.2％以上 0.17％ 

亜鉛 20ppm以上 28ppm 

マンガン 15～300ppm 65ppm 

鉄 20ppm以上 112ppm 
  

【評 価】  測定値は概ね標準値内であり、良好な値であることから、今後も自給飼料の生産量を

増やしていきたい。 

【参 考】  牧場内粗飼料(サイレージ)生産量 約181,500kg(約9.3haの採草地で生産) 
 

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 

搾乳頭数 
脂肪分 無脂乳固形分 蛋 白 

4月 11,972ｋｇ  4.03％ 8.88％ 3.36％ 13頭 

5月 13,235ｋｇ 4.12％ 8.92％ 3.38％ 12頭 

6月 12,018ｋｇ 3.94％ 8.84％ 3.32％ 10頭 

7月 11,713ｋｇ 4.03％ 8.91％ 3.36％ 11頭 

8月 13,707ｋｇ 3.95％ 8.81％ 3.30％ 14頭 

9月 15,695ｋｇ 3.99％ 8.75％ 3.26％ 14頭 

10月 16,304ｋｇ  4.04％ 8.87％ 3.34％ 13頭 

11月 15,017ｋｇ 4.06％ 9.02％ 3.43％ 14頭 

12月 14,554ｋｇ 4.17％ 8.97％ 3.46％ 14頭 

1月 13,779ｋｇ 3.97％ 8.88％ 3.43％ 13頭 

2月 12,340ｋｇ 4.03％ 8.99％ 3.48％ 14頭 

3月 14,017ｋｇ 3.95％ 8.93％ 3.42％ 14頭 

計 164,351ｋｇ 
 4.02％  
（平均） 

8.90％   
（平均） 

3.38％   
（平均） 

13頭 
(平均) 

前年度 131,584ｋｇ 
4.0２% 
（平均） 

8.88% 
（平均） 

3.34% 
（平均） 

11.33頭 
（平均） 

※うち販売量  164,351kg  
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【評 価】  飼養頭数増加により、生産量が前年度より25％程度増加した。また、生乳成分につい

ては、暑さ対策を徹底するとともに、適正な体調管理に努めたことにより、大きな変動もなく、

1年を通して安定した数値が得られた。 
 

(2) 酪農体験の場の提供   

① 教育ファーム事業 

ア 酪農体験 
▼【時 期】  令和２年８月6日(木)・7日(金)       

【体験者】  福島県立あぶくま支援学校 教諭 
【内 容】  畜舎清掃、馬のブラッシング、堆肥出し、給餌、接遇研修等 
【参加者】  2人  
 

▼【時 期】  令和2年９月14日(月) ・15日(火)      
【体験者】  福島県立あぶくま支援学校 教諭 

【内 容】  畜舎清掃、馬のブラッシング、堆肥出し、給餌、接遇研修等 
【参加者】  1人  

 

② 牛の乳搾り体験 

ア イベント (小学生以下) 

▼【時 期】  令和2年4月5日(日)  ※雨天により中止 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 「再オープン記念イベント」 

【参加料】  無料 
 

▼【時 期】  令和2年7月26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】  100人 

【参加料】  無料 

 

▼【時 期】  令和2年10月10日(土)・11日(日) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 「第26回牧場まつり」 

【参加者】  50人 

【参加料】  無料 
 

▼【時 期】  令和2年11月8日(日) 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 「牧場感謝祭 ありがとう2020」 

【参加者】  100人 

【参加料】  無料 
 

イ 団体 

【時 期】  随時 

【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 

【参加者】  6件  327人 

【参加料】  1団体につき2,040円 
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3 都市緑化及び地域活性化に関する事業 ［公4］ 
 

(1) 体験交流による青少年健全育成に資する事業 〈郡山カルチャーパーク カルチャーセンター・屋内こどもの遊び場／八山田こども公園〉 

郡山カルチャーパークのカルチャーセンター・屋内子どもの遊び場及び八山田こども公園の運営をとおして、市

民交流、特に親子間交流を積極的に推進するなど、青少年の健全な育成を図るため、次の事業を実施した。 

 

① 緑化体験及び交流の推進 

ア 郡山カルチャーパーク カルチャーセンターの運営  

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 午前9時～午後9時 

※新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言措置等によりR2.4.18(土)~R2.5.15(金)臨時休業 

※福島県沖地震によりR3.2.25(木)~R3.3.31(水)アリーナ臨時休業 

【施設概要】  アリーナ、工作室、会議室、和室等 

【利 用 者】  41,261人(※前年度 86,384人)  

【利用料金収入】  3,517,240円 (※前年度 5,404,866円) 

 

イ 郡山カルチャーパーク 公園(駐車場等)の運営 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水)   

【施設概要】  第1・2・3・4・5駐車場、宮前駐車場、創作広場等 

【利 用 者】  4,993人(※前年度 256,388人)  

【利用料金収入】  386,220円 (※前年度 1,044,109円) 

 

ウ 郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場の運営 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 午前9時～午後5時 

※新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言措置等によりR2.4.18(土)~R2.5.25(月)臨時休業 

※5月26日から、午前9時～正午、午後1時30分～午後4時30分の2部入替え制 

【施設概要】  アリーナ<人工芝> 2,472.77㎡、キッズスペース等 363.66㎡ 

【利 用 者】  47,123人(※前年度 99,414人)  

 

エ 八山田こども公園の運営  

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和３年3月31日(水) 午前9時～午後5時 

※新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言措置等によりR2.4.18(土)~R2.5.25(月)臨時休業 

※5月26日から、体験学習施設のみ午前9時～正午、午後1時30分～午後4時30分の

2部入替え制 

【施設概要】  屋外遊具（ジャンボ滑り台、ボルダリング、ネット遊具、ブランコ）、 

体験学習施設等 329.75㎡  

【利 用 者】  18,092人(※前年度 31,468人) 

 

オ アリーナイベント  

▼【時 期】  令和2年6月21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、展示室 

【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 

・どこでも環境教室(郡山市生活環境部環境政策課) 

【参加者】  272人    
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▼【時 期】  令和2年12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 アリーナ 

【内 容】  ・アリーナ無料開放 ・バトミントン ・円形卓球 ・クリスマスプレゼント配布  

・なわとび大会 ・がくとくんとじゃんけん大会 

【参加者】  585人 
 
カ 映画上映会 

▼ こども映画会 ※新型コロナウイルス感染症により4月、5月実施分及び福島県沖地震により2月実施分を中止 
【時 期】  令和2年4月～令和3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】  9回 
【参加者】  149人 
   

▼ パブリックシアター ※新型コロナウイルス感染症により 4 月、5 月実施分及び福島県沖地震により 2 月実施分を中止 

【時 期】  令和2年4月～令和3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】  9回 
【参加者】  35人 
 

▼ 環境映画 
【時 期】  令和2年6月21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】  2人 

 
キ 親子木工教室 ※新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業により中止 

【時 期】  令和2年5月3日(日) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド  
【内 容】  どんぐり飾り・キャラクター台をつくる 
 

ク カルチャーパーク園内探検 ※新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業により中止 
▼【時 期】  令和2年5月4日(月) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド  
【内 容】  指定する樹木を園内から見つけだし、その特徴等を学びながら緑化に親しむ 

 
▼【時 期】  令和2年10月4日(日) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド  

【内 容】  指定する季節の花を園内から見つけだし、その特徴等を学びながら緑化に親しむ 
【参加者】  300人 
 

ケ 親子こいのぼりつくり教室 ※新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業により中止 

【時 期】  令和2年5月5日(火) 

【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 
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コ 親子ヨガ教室 

【時 期】  令和2年6月7日(日)、14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】  ヨガで体幹を鍛える（2回コース） 
【参加者】  36人 
【参加料】  無料（保険料別途） 
 

サ 親子健康教室 
▼【時 期】  令和2年6月21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】  健康振興財団職員によるストレッチ指導 
【参加者】  6人 
【参加料】  無料 
 

▼【時 期】  令和3年3月21日(日)           

【会 場】  郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場 
【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】  30人 

【参加料】  無料 
 

シ ジュニアヒップホップ体験教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年7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】  ヒップホップのダンスを楽しむ 
【参加者】  5人 
【参加料】  無料（保険料別途） 
 

ス 親子ランニング教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 
【時 期】  令和2年9月13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】  10人 
【参加料】  無料（保険料別途） 

 
セ 季節の寄せ植え教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年10月   4日(日) ・ 12月   6日(日) 
令和3年  １月17日(日) ・   2月21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】  季節のガーデニングを学ぶ 
【参加者】  40人（4回） 

【参加料】  1,000円 

 
ソ 折り紙ヒコーキ教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年10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 アリーナ 
【内 容】  紙ヒコーキを作って飛ばそう 
【参加者】  14人 
【参加料】  無料 
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タ 親子フラワーアレンジメント教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年10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 会議室 

【内 容】  フラワーアレンジメントで緑に親しむ 

【参加者】  10人 

【参加料】  1,000円 

 

チ 星の宅配便 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年11月1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】  郡山市ふれあい科学館による移動式プラネタリウム 

【参加者】  8人 

【参加料】  無料 

 

ツ 樹木観察とテラリウムつくり ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年11月1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】  10人 

【参加料】  無料 
 

テ 親子クリスマスリースつくり教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年11月29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】  生木を使ってクリスマスリースをつくる 

【参加者】  8人 

【参加料】  1,000円 
 

ト バルーンアート教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年12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 アリーナ 

【内 容】  風船で雪だるまなどいろいろな作品つくり 

【参加者】  30人 

【参加料】  無料 

 

ナ 親子陶芸教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和3年2月11日(木) 

【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 
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ニ 体験学習イベント ※新型コロナウイルス感染症により参加者調整 

▼【時 期】  令和2年7月19日(日) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場 

【内 容】  親子でやこちゃんと遊ぼう （布で作った体験型布芝居） 

【参加者】  52人 

【参加料】  無料 
 

▼【時 期】  令和2年10月18日(日) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場 

【内 容】  親子けん玉教室 

【参加者】  60人 

【参加料】  無料 
 

▼【時 期】  令和2年12月19日(土) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場 

【内 容】  手作りおもちゃ教室 

【参加者】  58人 

【参加料】  無料 
 

▼【時 期】  令和３年２月20日(土) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場 

【内 容】  親子で楽しく運動しましょう 忍者ランド 

【参加者】  60人 

【参加料】  無料 

 

ヌ 学習イベント ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

▼【時 期】  令和2年7月19日(日) 
【会 場】  八山田こども公園 
【内 容】  パステル 
【参加者】  8人 
【参加料】  無料 

 

▼【時 期】  令和2年8月28日(金) 

【会 場】  八山田こども公園 

【内 容】  夏のリトミック 

【参加者】  13人 

【参加料】  無料 
 

▼【時 期】  令和2年10月14日(水) 

【会 場】  八山田こども公園 

【内 容】  リズム体操 

【参加者】  16人 

【参加料】  無料 
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▼【時 期】  令和2年12月20日(日) 

【会 場】  八山田こども公園 

【内 容】  Xmas工作 

【参加者】  10人 

【参加料】  無料 

 

▼【時 期】  令和3年2月21日(日) 

【会 場】  八山田こども公園 

【内 容】  風邪予防スプレーを作ろう 

【参加者】  9人 

【参加料】  無料 

 

▼【時 期】  令和3年3月10日(水)  

【会 場】  八山田こども公園 

【内 容】  親子ヨガ教室 

【参加者】  8人 

【参加料】  無料 

 

ネ 移動動物園 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年10月18日(日) 

【会 場】  八山田こども公園 

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場の動物たちとふれあう 

 

ノ 子どもの遊び場2施設連携来園カードの配布  

【時 期】  令和2年8月1日(土)～23日(日) 

令和2年12月19日(土)～令和3年1月11日(月) 

令和3年3月20日(土)～31日(水) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク屋内子どもの遊び場・八山田こども公園 

【内 容】  郡山カルチャーパーク屋内子どもの遊び場と八山田こども公園の2施設連携来園カード

を作成し、来園スタンプを集めたら景品を進呈 

【配布数】  2,843枚 

【回収数】   447枚 

 

ハ 学生等ボランティアの受け入れ  (郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場・八山田こども公園)  

※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  随時  

【内 容】  特に土日等の利用者が多い日に、子供達がより楽しく遊べる場を提供するため、保育活

動について学ぶ市内学生等を対象としたボランティアを受け入れる 

 

② 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 182件 3,344人 449,700円 
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第2会議室 88件 2,287人 226,840円 

和室 91件 625人 132,520円 

アリーナ(団体) 232件 12,217人 733,200円 

アリーナ(個人) － 21,264人 1,558,920円 

展示室 15件 722人 286,700円 

工作室 72件 802人 129,360円 

合  計 680件 41,261人 3,517,240円 

                              ※前年度  1,076件  86,384人   5,404,866円 

 

イ  公園 

施設名 
利用者 

利用料金収入 
件数 人数 

駐車場 

創作広場等 
46件 4,993人 386,220円 

                              ※前年度  54件  256,388人   1,044,109円 
 

③ 情報発信 
ア ダイレクトメールによるＰＲ ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和3年3月  

【内 容】  東北中央自動車道の山形県までの開通に伴い、新規顧客の開拓先として、郡山カルチ

ャーパークまで約70分でアクセス可能となった、山形市内の幼稚園、小学校や旅行代理店

等を対象に遠足等での利用促進を図るため、パンフレット等を同封したダイレクトメールを実施 
 

イ ウェブサイト活用による情報発信 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【内 容】  郡山カルチャーパーク独自のウェブサイトで、施設案内・イベント紹介を実施 

【アクセス数】  郡山カルチャーパークウェブサイト           471,709件 ※前年度比 約69％ 

 

ウ SNS活用による情報発信 

(ア) 各種SNSの運用（facebook、twitter、Instagram） 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【内 容】  郡山カルチャーパーク独自のフェイスブック、ツイッター、インスタグラムで、施設案内・イベン

ト紹介を実施したほか、郡山市等関係団体SNSに施設案内、イベント紹介を掲載 

【アクセス数】  郡山カルチャーパークフェイスブック    145,338件 ※前年度比 約68％ 

郡山カルチャーパークツイッター      208,815件 ※前年度比 約  89％ 

郡山カルチャーパークインスタグラム      45,940件 ※前年度比 約206％ 

 

(イ) インスタグラムモニターによる情報発信  

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【内 容】  一定数のフォロワーを持つインスタグラマーをモニターとして募集し、施設の情報発信を行う  

【モニター人数】  2 人 
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エ 広報誌等の活用による情報発信 

(ア) 市広報誌「広報こおりやま」による施設及びイベント情報発信 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【掲載数】  12回 

 

(イ) 公共機関、観光関連団体等が発行する広報誌等へのクーポン券提供による情報発信 

a  郡山コンベンションビューロー「ビジターズガイド」 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【利用件数】  43件 

 

ｂ NEXCO東日本 復興支援「福島ハイウェイドライブチャンス2020」 

【時 期】  令和2年9月1日(火)～令和3年1月31日(日) 

【利用件数】  947件  
 

オ 営業の強化による情報発信 
(ア) 首都圏営業活動等 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【内 容】  福島県観光物産交流協会観光部が主催する福島教育旅行・合宿誘致キャラバンに
参加しパンフレットによる施設案内を実施 

 

(イ) 県内外の小学校、幼稚園等への直接訪問による営業活動等 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和3年2月 

【内 容】  郡山市が取り組む連携中枢都市圏形成の一環として「こおりやま広域圏」内の交流を図
るため、15市町村の小学校に郡山カルチャーパークのパンフレット、招待券等を同封したダイ
レクトメールを実施 

【件 数】  本宮市・大玉村・鏡石町・天栄村・猪苗代町・石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿

町・三春町・小野町・須賀川市・二本松市・田村市に所在地をおく小学校81校 

 

④ 利用者アンケートの実施  ※指定管理者アンケート実施月の9月、10月を除く 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水)  

【件 数】  24件 
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(2) 地域交流・緑化啓発事業  〈21世紀記念公園・麓山公園〉 

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。 
 

①  地域交流の推進 

ア 21世紀記念公園「麓山の杜」の運営 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 午前9時～午後9時 

※新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言措置等によりR2.4.18(土)~R2.5.15(金)臨時

休業 

【施設概要】  交流施設「とんがりふれあい館」 体験学習室、くつろぎ施設「麓山荘」和室等 

【利 用 者】  4,839人(※前年度 12,317人)  

【利用料金収入】  836,740円 (※前年度 2,142,020円) 

 

イ 麓山公園の運営 

【時 期】 令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水)  

【施設概要】 麓山の滝(国登録有形文化財)、四阿2棟、弁天池、遊具等 
 

ウ 呈茶事業 ※新型コロナウイルス感染症にかかる定員調整 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【会 場】  21世紀記念公園 くつろぎ施設  

【内 容】  立礼席を活用した呈茶サービス 

【参加者】  999人 

【参加料】  350円 
 

エ 茶会 

 (ア) 月釜  郡山市諸流茶道連盟連携 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年4月～令和3年2月 

【会 場】  21世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】   ・令和2年  4月19日(日)  煎茶道方円流 
・令和２年  5月 23日(土)  裏千家淡交会 
・令和２年  6月21日(日)  表千家 
・令和２年  9月13日(日)  江戸千家 
・令和２年10月17日(土)  大日本茶道学会 
・令和２年12月13日(日)  煎茶花月菴流 
・令和3年  2月21日(日)  宗徧流 

 

(イ) 新春茶会 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和3年1月17日(日) 

【会 場】  21世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  新春の茶会を楽しむ 
 

(ウ) ひなまつり茶会 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和3年3月6日(土)・7日(日)        

【会 場】  21世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  ひな飾りを愛でながらお茶を楽しむ 
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オ デコパージュ教室 ※新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業により中止 
【時 期】  令和2年4月18日(土) 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設  
【内 容】  トレーをデコパージュする 
 

カ 移動動物園  

【時 期】  令和2年5月16日（土）※新型コロナウイルス感染症により中止 

【会 場】  21世紀記念公園  

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場の動物たちとふれあう 
 

キ まちなかふれあいウォーク  
▼【時 期】  令和2年5月10日(日)  ※新型コロナウイルス感染症にかかる臨時休業により中止 

【会 場】  麓山公園、21世紀記念公園 
【内 容】  郡山水と緑の案内人の会と郡山市の歴史探訪 
 

▼【時 期】  令和2年10月11日(日)  ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 
【会 場】  麓山公園周辺 
【内 容】  歴史研究家と郡山市の歴史探訪(麓山地区)及び野点を楽しむ 
【参加者】  9人 
【参加料】  無料(保険料別途)         

 
ク カルトナージュ教室 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年5月30日(土) 
【会 場】  21世紀記念公園 交流施設  
【内 容】  フランスの伝統的な手芸であるカルトナージュを学ぶ 

 
ケ 麓山の杜のチューリップを育てよう 

(ア) チューリップ球根掘り ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年6月11日(木) 
【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、園内花壇の球根堀り体験（採取した球根は体験者へ

無償提供） 
 

(イ) チューリップの鉢植えつくり ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 
【時 期】  令和2年11月5日(木) 
【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  園内で採取した球根による鉢植えつくりの講習会 
【参加者】  7人 
【参加料】  300円 
 

コ ゆかた着付け教室 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年7月12日(日) 
【会 場】  21世紀記念公園 くつろぎ施設 
【内 容】  ゆかたの着付けの基礎を学ぶ 
 

サ 麓山の杜ホールコンサート ※新型コロナウイルス感染症により中止 

▼【時 期】  令和2年7月19日(日)  
【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  ウクレレコンサート  
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▼【時 期】  令和2年10月18日(日) 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  大正琴コンサート 
 

▼【時 期】  令和2年12月6日(日) 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  クリスマスコンサート 
 

▼【時 期】  令和3年3月21日(日)           

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  スプリングコンサート 

 

シ こども茶道教室 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年7月22日(水)・29日(水)・8月5日(水) 

【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(3回コース) 
 

ス 防災ウォーク ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年8月6日（木） 

【会 場】  21世紀記念公園・郡山地方広域消防組合郡山消防署 

【内 容】  防災公園の設備を活用し、一般を対象に防災について学ぶ 

 

セ 健康教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年9月2日（水） 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  公益財団法人郡山市健康振興財団と連携し、地域住民の健康増進を図る 

【参加者】  7人 

【参加料】  無料 

 

ソ 大人茶道教室 ※新型コロナウイルス感染症により中止 

▼【時 期】  令和2年9月11日(金)・18日(金)・25日(金) 

【会 場】  21世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  煎茶道方円流のお作法を学ぶ(初心者向け3回コース) 

 

▼【時 期】  令和3年2月12日(金)・19日(金)・26日(金) 

【会 場】  21世紀記念公園 くつろぎ施設 

【内 容】  煎茶道方円流のお作法を学ぶ(初心者向け3回コース) 

 
タ 国際交流 ※新型コロナウイルス感染症により日程等変更 

【時 期】  令和2年10月18日(日) 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  外国人を対象としたミニ盆栽つくり教室  

【参加者】  ３人 

【参加料】  無料 
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チ 親子バスツアー ※新型コロナウイルス感染症により日程等変更 
【時 期】  令和2年10月25日（日） 
【会 場】  逢瀬ワイナリー・十六橋水門・麓山公園 
【内 容】  日本遺産「一本の水路」に関連する施設を巡るバスツアー 
【参加者】  8人 
【参加料】  1,000円 
 

ツ 麓山の杜文化祭(作品発表会)  ※新型コロナウイルス感染症により中止 
【時 期】  令和2年11月22日(日)・23日(月)  
【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  ・体験教室 23日：レザークラフト    ５名 

24日：ポーセリンアート  ４名 
・各種教室作品展示会 

 
テ トールペイント教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年11月25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(丑) 
【参加者】  5人 
【参加料】  2,000円 
 

ト チューリップ球根無料配布 
【時 期】  令和2年12月5日(土) 
【配布先】  5商店会(長者通り商店街、さくら通り虎丸商店街、合同庁舎通り商店会、門前商店

会、麓山商店会)の合同イベント「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】 50人 
 

ナ 音楽教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 
【時 期】  令和2年12月12日(土) 
【会 場】  21世紀記念公園 交流施設  
【内 容】  ギターの基礎を学ぶ 
【参加者】  3人 
【参加料】  1,500円 

 
ニ レザークラフト教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和3年2月23日(火) 
【会 場】  21世紀記念公園 交流施設  
【内 容】  革製品で小物(ミニポーチ)をつくる 
【参加者】  5人 
【参加料】  2,500円 

 
ヌ 麓山の杜フォトコンテスト 

【時 期】  (募集期間) 令和2年 4月10日(金)～12月25日(金) 
(展示期間) 令和3年3月2日(火)～31日(水)※福島県沖地震により展示中止 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設  
【内 容】  インスタグラムによる日本遺産「一本の水路」と21世紀記念公園をテーマにしたフォトコン

テスト 
【参加者】  9人（・大賞1名 ・麓山の杜賞1名 ・一本の水路賞1名） 
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ネ 交流施設の提供 

(ア) 交流施設「とんがりふれあい館」の提供 

施設名 
利用者 

利用料金収入 
件数 人数 

体験学習室 751件 4,316人 416,360円 

  ※前年度   6,865人   531,360円 

(イ) くつろぎ施設「麓山荘」の提供 

施設名 
利用者 

利用料金収入 
件数 人数 

和室等 55件 503人 417,980円 

                              ※前年度   4,042人   1,459,860円 

(ウ) 公園の提供 

施設名 
利用者 

利用料金収入 
件数 人数 

ふれあいホール 4件 20人 2,400円 

                              ※前年度   1,410人   150,800円 
 

②  緑化啓発 

ア  園芸教室 ※新型コロナウイルス感染症により4月、5月中止、6月以降定員調整 

【時 期】  令和2年4月～令和3年2月 
【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  ・令和2年 6月20日(土) 季節の花の寄せ植え 

・令和2年10月24日(土) 生花の和風アレンジ 
・令和2年11月28日(土) クリスマスリース 

・令和2年12月26日(土) 生花のお正月アレンジ 
・令和3年 1月30日(土) 生花アレンジ 
・令和3年 2月20日(土) 生花のひなまつりアレンジ 

【参加者】  41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 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年7月～令和3年２月         

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設  

【内 容】  ・令和2年 7月11日(土) 初心者向けアレンジ 

・令和2年 8月29日(土) 初心者向けアレンジ 

・令和2年 9月 19日(土) 中級者向けアレンジ 

・令和２年 11月14日(土) 初心者向けアレンジ 

・令和3年１月16日(土) ボックスアレンジ 

・令和3年 2月13日(土) 春のアレンジ 

【参加者】  34人 

【参加料】  3,500円 
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ウ 華道教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年8月1日(土) 

【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】  2人 
【参加料】  1,500円 
 

エ 草花無料配布  

【時 期】  令和2年12月5日(土)  
【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  施設来園者に対する緑化啓発用草花の無料配布 
【配布数】   50鉢 

 

オ 縁起物教室 ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年12月20日(日) 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設  
【内 容】  門松つくり 
【参加者】  7人 
【参加料】  2,000円 

 

③ 情報発信 

ア パンフレット等の配布による緑化意識の啓発 
【時 期】  令和2年６月  
【内 容】  公共施設等に緑化推進に関するパンフレットを配布する 
【件 数】  3件 

 

イ ウェブサイト活用による情報発信 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 
【内 容】  21世紀記念公園独自のウェブサイトで、施設案内・イベント紹介を実施 
【アクセス数】  21世紀記念公園ウェブサイト  45,270件 ※前年度比 約143％  

 

ウ SNS活用による情報発信（facebook、Instagram） 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 
【内 容】  21世紀記念公園独自のフェイスブック、インスタグラムで、施設案内・イベント紹介を実

施したほか、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 
【投稿件数】  フェイスブック 16件、インスタグラム 16件 

 

エ 広報誌等の活用による情報発信 

(ア) 市広報誌「広報こおりやま」による施設及びイベント情報発信 
【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【掲載数】  11回 

 

⑤ 利用者アンケートの実施 ※指定管理者アンケート実施月の9月、10月を除く 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水)   

【件 数】  0件  
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(3) 地域緑化推進事業  〈21世紀記念公園〉 

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。 
 

① 緑地環境の普及拡大 

ア 記念樹交付 

【時 期】  令和2年4月、5月、6月、9月、10月、11月、令和3年3月 

【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】  288本 
 

イ みどりの教室 
(ア) みどり講習会(記念樹の育て方初歩講座及び季節のワンポイントアドバイス)  

※新型コロナウイルス感染症により中止 
【時 期】  令和2年4月～令和3年3月 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  ・令和2年4月26日(日) 常緑樹の剪定管理 

・令和2年5月24日(日) 病気、害虫の防除 

・令和2年6月28日(日) ハナミズキの年間管理 
・令和2年9月27日(日) 樹木の植え方、水やり 
・令和2年10月25日(日) 落葉樹の剪定 
・令和2年11月15日(日) 土壌改良、肥料 
・令和3年3月14日(日) 庭づくりのポイント 

【参加者】  記念樹交付者及び一般市民希望者 
          

(イ) ハナカツミ講習会(市の花普及)  ※新型コロナウイルス感染症により中止 

【時 期】  令和2年4月12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 
 

(ウ)  エコ教室(温暖化と緑化)とテラリウムつくり ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

【時 期】  令和2年7月5日(日) 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  緑によるやさしい環境づくりの講習と、ガラスの器に緑・花を植えるテラリウムの作成 

【参加者】  7人 

 

(エ) 季節の寄せ植え ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 

▼ 【時 期】  令和2年8月23日(日) 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  季節の寄せ植え 

【参加者】  7人 

 

▼ 【時 期】  令和3年１月24日(日) 

【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 

【内 容】  季節の寄せ植え 

【参加者】  14人 
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(オ)  季節のリースつくり教室  ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 
【時 期】  令和2年9月6日(日) 
【会 場】  21世紀記念公園 交流施設 
【内 容】  リースつくり 
【参加者】  14人 
 

(カ)  苔玉つくりとみどりの相談会（郡山カルチャーパーク緑化フェア内開催） 
【時 期】  令和2年10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】  緑に関する相談と、苔玉の作成 
【参加者】  22人 
 

(キ) ミニ盆栽つくり ※新型コロナウイルス感染症により定員調整 
【時 期】  令和3年2月28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】  扱いやすいサイズのミニ盆栽をつくる 
【参加者】  10人 

 
ウ 苗木・草花無償配布 ※新型コロナウイルス感染症により日程、内容等変更 

▼ 【時 期】  令和2年10月10日(土)・11日(日) 
【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 
【内 容】  牧場まつりイベントの来場者に対して草花苗を無料配布  

    ガーデンシクラメン 600ポット 
  

▼ 【時 期】  令和2年11月1日(日) 
【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 
【内 容】  ドリームランド感謝祭イベントの来場者に対して草花苗を無料配布 

ガーデンシクラメン 200ポット 
 

▼ 【時 期】  令和2年11月8日(日) 
【会 場】  郡山石筵ふれあい牧場 
【内 容】  「牧場感謝祭 ありがとう2020」来場者に対して草花苗を無料配布 

ガーデンシクラメン 200ポット 
 

② 生垣設置助成 
【件 数】 7件 
【総 延 長】 41.90ｍ 
【対象事業費】 796,500円 
【助 成 額】 182,000円 

 
③ 緑化推進事業の情報提供 
    地域緑化を推進するため、地域町内会及び市民に対して、緑化啓発普及用ガイドブックや制度普及

用のパンフレットを無料で配布 
ア 公社ウェブサイトを活用し、随時「みどり通信」を発行 

【時 期】  令和2年4月～令和3年3月  随時(年4回) 
【発行枚数】  400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」に掲載及び窓口配布のほか、イベント開催日、記念樹交付日

に配布 
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イ 緑化啓発普及用冊子及びパンフレット配布 

(ア) 記念樹申請書 2,200部 

(イ) 生垣助成申請書 200部 

(ウ) 事業案内チラシ 1,000枚 

(エ) 記念樹(樹木)の植栽方法と管理パンフ 300部 

(オ) 贈呈券付きハガキ(記念樹交付案内) 288枚 
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《収益事業》 

 

１ 畜産加工品製造販売等事業 ［収２］ 〈郡山石筵ふれあい牧場〉 

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。 
 

（１） 生乳加工品及び羊肉加工品の製造販売 

ア 牧場内販売 

（ア）通常販売 

【時 期】  令和２年4月１日(水)～11月30日(月) 

【販売内容】   

品    名 販売数 

牛乳(酪農家限定牛乳) 

ビン／900ml 673本 

コップ／180ml 816杯 

ビン／200ml 180本 

アイスクリーム(カップ／120ml) バニラ 1,464個 

アイスキャンディ 

ミルク 1,090本 

抹茶   335本 

いちご  726本 

みかん  643本 

牛乳ソフトクリーム ※合計22,910個 12,072個 

季節限定ソフトクリーム 

・チョコ、いちご(4月～5月) ・ラムネ、メロン(6月～8月) 

・巨峰、ごま(9月～11月) 

10,838個 

モーモーアイスセット 

（アイスクリーム8個・包装材・保冷材） 
33セット 

メェーメェーアイスセット 

（アイスクリーム4個・アイスキャンディ6本・包装材・保冷材） 
15セット 

ピョンピョンアイスセット 

（アイスキャンディ12本・包装材・保冷材） 
15セット 

アイス用包装材 4個 

牛乳用包装材 91個 

保冷材400g 13個 

レジ袋 48枚 

【売上金額】  9,323,200円 
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（イ） 「アイスの日」特別価格販売 ※新型コロナウイルス感染症により5月実施分中止 

【時 期】  令和2年6月21日(日)、8月21日(金)、9月21日(月) 

【内 容】  アイスクリーム260円→230円、アイスキャンディ150円→120円 

ソフトクリーム350円→300円 

【売上金額】 581,970円 

  

イ  訪問販売等状況 

（ア）クリスマス特別セール 

【時 期】  令和2年12月22日(火)、24日(木) 

【販 売 先】  郡山市内各事業所等 

【販売内容】 

品  名 内容等 販売数 

アイスクリームセット 
5個 55セット 

8個 57セット 

アイスキャンディセット 12本  16セット 

アイスミックスセット 
アイスクリーム4個 

アイスキャンディ6本 
62セット 

牛乳（酪農家限定牛乳） 900ml 155本 

ふるや農園ウインナー 70g×3本 136パック 

ふるや農園ビッグフランク 280g 77パック 

【売上金額】  527,850円 
 

（イ）ひなまつり特別セール 

【時 期】  令和3年3月３日(水) 

【販 売 先】  郡山市内各事業所等 

【販売内容】   

品  名 内容等 販売数 

アイスクリームセット 
5個 60セット 

8個 67セット 

アイスミックスセット 
アイスクリーム4個 

アイスキャンディ6本 
63セット 

牛乳（酪農家限定牛乳） 900ml 223本 

ふるや農園ビッグフランク 280g 81パック 

【売上金額】  483,450円  
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ウ  卸販売 

【時 期】  令和2年4月1日(水)～令和3年3月31日(水) 

【販 売 先】  郡山市磐梯熱海観光物産館、JA直売所等 

【販売内容】 

品  名 販売数 

アイスクリーム(カップ／120ml) バニラ 1,734個 

アイスキャンディ 

ミルク 4,032本 

抹茶   971本 

いちご  2,150本 

みかん  1,547本 

【売上金額】  1,095,120円 
 

エ イベント等への出店 

(ア) ふれあい体験農園 

▼【時 期】  令和２年８月２日(日) 

【会 場】  郡山市園芸振興センター 

【販売内容】  アイスクリーム、アイスキャンディ 

【売上金額】  24,100円 
 

▼【時 期】  令和2年10月18日(日) 

【会 場】  郡山市園芸振興センター 

【販売内容】  アイスクリーム、アイスキャンディ 

【売上金額】  17,690円 

 

（２）バーベキュー等の販売 

ア 通常販売 

【時 期】  令和２年4月5日(日)～11月８日(日) 

【販売内容】   

品    名 販売数 

牛肉 
セット（ライス・野菜付） 266食 

単品 237食 

豚肉 
セット（ライス・野菜付） 458食 

単品 253食 

ジンギスカン 
セット（ライス・野菜付） 254食 

単品 253食 

牧場産ウインナー 
10本 134食 

5本 236食 
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バーベキューセット（牛肉・ラム肉・豚肉・ウインナー・野菜・

ライス・ソフトドリンク1杯） 
        1,420食 

ベーコン・ウインナーセット（ライス・野菜付） 111食 

ミックス盛（牛肉･ラム肉･豚肉･ウインナー･野菜） 738食 

野菜盛 133食 

海鮮盛 225食 

特大ベーコン 54食 

ベーコン 76食 

べこカレー 165食 

平日限定ランチ          117食 

ライス 844食 

ライス大盛 655食 

ビール350ml缶                      310本 

ノンアルコールビール350ml缶 201本 

缶チューハイ350ml缶  114本 

ドリンクバー 858杯 

貸し出し用鉄板    14セット 

【売上金額】  7,040,400円 
 

イ 雨の多い6月、9月の平日限定サービス 

【時 期】  令和2年６月、9月 

【内 容】  ミックス盛１皿購入者に野菜盛１皿サービス 

【販売数】  ６月－13皿  9月－21皿 
 

（３）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】  ・個人（イベント等）665人  

・団体（23件）1,015人 
 

（４）雄子牛の販売 

【販売方法】  競り販売 

【販売頭数】  6頭 

【売上金額】  697,821円 

 

（５）軽食売店の運営 

ア 牧場内販売 
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【時 期】  令和２年4月5日(日)～令和3年3月28日(日) 

【販売内容】   

品  名 販売数 

郡山市観光お土産品 10個 

焼きそば 1,966食 

たこ焼き 1,078食 

からあげ 1,002食 

フランクフルト 1,863食 

ふるや農園ビッグフランク 269食 

あげもち 1,263食 

玉こんにゃく 1,381食 

中華まん 500食 

ポップコーン 749食 

ポテトフライ 50食 

もつ煮うどん                       272食 

もつ煮                          264食 

山菜うどん                      176食 

チャーハン 34食 

焼きナポリタン 114食 

ミネストローネスープ 77食 

かき氷 826食 

コーヒー 336杯 

アイスコーヒー 16杯 

ジュース 173本 

ビール350ml缶 128本 

ノンアルコールビール350ml缶                       135本 

缶チューハイ350ml缶                       85本 

シャボン玉 797個 

水ヨーヨー 920個 

レジ袋                       16枚 

【売上金額】  3,367,950円 
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イ イベント等への出店 

(ア) 郡山カルチャーパーク 

▼【時 期】   令和2年11月21日(土)～23日(月) 

【会 場】  郡山カルチャーパーク ドリームランド 

【販売内容】  玉こんにゃく、もつ煮等 

【売上金額】  96,820円 

 

（６）自動販売機の設置 

【時 期】        令和２年4月1日(水)～11月30日(月) 

【設置場所及び台数】  郡山石筵ふれあい牧場 3台 

【設置手数料収入】  112,585円 
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2 公園利用者サービス事業 ［収3］  〈郡山カルチャーパーク〉 

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。 

 

 

（１）食堂の運営 （軽食メリーゴーランド） 

【期 間】  ①令和2年4月1日(水)～11月30日(月)及び 

令和3年3月19日(金)～31日(水) 

・木曜日～日曜日まで（月曜日が祝日の週は、月曜日及び金曜日から日曜日まで） 

・夏休み期間、春休み期間（休園日を除く） 

※新型コロナウイルス感染症等によるドリームランド臨時休業期間を除く 

 ②令和2年12月1日(火)～令和3年3月18日(木) 

・土日祝休日(年末年始を除く) 

【場 所】  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター内 

【販売内容】  ご飯類、麺類、ジュース類等 67品目 

【販 売 数】  延べ74,562食 

【売上金額】  11,035,303円 

 

（２）売店の運営  

【期 間】  令和2年4月1日(水)～11月30日(月)、 

 令和3年3月20日(土)～31日(水)  

 ・土日祝休日、夏休み期間、春休み期間（休園日を除く） 

※新型コロナウイルス感染症等によるドリームランド臨時休業期間を除く 

【場 所】  郡山カルチャーパーク ドリームランド内 

【販売内容】  キーホルダー、おもちゃ等 

【売上金額】  2,830,740円 

 

（３）スポーツ用品の販売 

     ア カルチャーセンターアリーナ用品 

【期 間】  郡山カルチャーパーク売店営業日 

【場 所】  郡山カルチャーパーク ドリームランド内 

【販売内容】  靴下9足、Tシャツ1枚 
【売上金額】  6,300円 

 
イ プール用品 

【期 間】  郡山カルチャーパークプール開場日 

【場 所】  郡山カルチャーパークプール事務所 

【販売内容】  浮き輪92個 

【売上金額】  64,400円
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事業報告の附属明細書 

 

  令和２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。 


