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平成２６年度事業報告 

 

Ⅰ 協 会 の 概 要               

 

１ 名称等 

 （１）名   称  公益財団法人神奈川県公園協会 

 （２）所 在 地  横浜市中区扇町三丁目８番地８ 

 （３）設   立  昭和５０年３月２０日 

 

２  設 立 の 経 過              

    昭和５０年３月２０日  財団法人神奈川県公園協会発足 

    平成 ７年４月 １日  財団法人神奈川県自然公園協会と統合 

    平成２３年４月 １日  公益財団法人神奈川県公園協会に移行 

 

３ 基本財産 

    １億９，０００万円（内１００万円は神奈川県出捐） 

 

４ 目的及び事業 

 （１）目的（定款第３条） 

    みどり・環境の保全と創造に関する普及啓発等を行うとともに、安らぎと快適な 

生活空間を提供する都市公園及び自然公園施設等の適切な管理運営を行いその利用 

を促進し、県民の健康・福祉の増進と県土のみどり・環境の保全と創造を図り、地 

域社会の健全な発展に寄与する。 

 

 （２）事業（定款第４条） 

   ア 公益目的事業 

（ア）みどり・環境の保全と創造に関する普及啓発等 

   （イ）安らぎと快適な生活空間を提供する公園施設等の管理運営、利用促進等 

   イ 収益事業等 

（ア）公益目的事業を推進するための駐車場及び売店等の経営 

（イ）その他目的を達成するために必要な事業 
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５ 評議員及び役員 

 （１）評議員（平成２７年３月３１日現在） 

役職名 氏 名 現 職 等 

評議員 有路  信 一般財団法人公園財団副理事長 

評議員 新堀 豊彦 元ＮＰＯ法人神奈川県自然保護協会理事長 

評議員 田隝 裕美 株式会社建築プラス環境設計事務所取締役 

評議員 中村 道也 ＮＰＯ法人丹沢自然保護協会理事長 

評議員 寶積 泰之 公益社団法人かながわ住まい・まちづくり協会会長 

評議員 渡部 かほり 藤沢メダカの学校をつくる会会長 

 

（２）役員（平成２７年３月３１日現在） 

役職名 氏 名 現 職 等 

理事長 池守 典行 （専任） 

専務理事 新倉  隆 （専任） 

理 事 石井 邦夫 
元財団法人神奈川新聞厚生文化事業団 

専務理事兼事務局長 

理 事 石村 隆生 箱根温泉供給株式会社代表取締役社長 

理 事 瀬戸 良信 
公益財団法人かながわトラストみどり財団 

専務理事兼事務局長 

理 事 山下 長兵衞 元神奈川県内広域水道企業団企業長 

理 事 山田 勝巳 一般社団法人日本公園緑地協会顧問 

監 事 三田 弘道 海老名市監査委員 

監 事 小山 明枝 税理士法人横浜会計事務所代表税理士 
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６ 役 職 員（平成２７年３月３１日現在） 

区分 

常勤役職員 

専門員 合 計 
役 員 

事務局職員（事務局長、参事

課長、園・館・場長等） 
計 

理事長 １   １   １ 

専務理事 １   １   １ 

計 ２   ２   ２ 

事務局長・参事   ３ ３  ３ 

総務企画課   ４ ４  ４ 

経 営 課   ３ ３ １ ４ 

公 園 課   ７ ７ １ ８ 

計   １７ １７ ２ １９ 

都市公園関係施設   ３０ ３０ ４６ ７６ 

自然公園関係施設   ４ ４ １１ １５ 

計   ３４ ３４ ５７ ９１ 

合計 ２ ５１ ５３ ５９ １１２ 
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Ⅱ 事業の執行 

【公益目的事業】 

１ 都市公園管理運営事業 

（１）指定管理公園の管理運営 

指定管理公園１６公園(保土ヶ谷公園・塚山公園・葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地・恩賜箱根公 

園・辻堂海浜公園・湘南汐見台公園・相模原公園・大磯城山公園・七沢森林公園・座間谷戸山公 

園・秦野戸川公園・津久井湖城山公園・茅ケ崎里山公園・相模三川公園・境川遊水地公園)の施設 

を広く県民に提供し、健全な暮らしづくりに供するとともに適正な管理運営を行った。 

また、各公園を体験活動教室事業、みどりのまちづくり推進講座事業、フォトコンテスト事業、 

協会設立４０周年記念事業等の実践の場として活用することにより、公益性の向上に取り組んだ。 

 

ア 保土ヶ谷公園の管理運営  

総合運動公園としての機能を発揮し利用者の健全な心身の発達に寄与するよう、施設の適正 

な管理運営に努めた。また、各種スポーツ大会の開催により県民の健康・福祉の増進を図ると 

ともに、企業の CSR 活動と協働した園内におけるチューリップの植栽や市民団体と連携した夏

の「キャンドルナイト」や冬の「梅まつり」を開催する等、地域と連携した事業を実施した。 

管理面積：３４.０ｈａ 

管理施設：硬式野球場 軟式野球場 少年野球場 テニスコート サッカー場  

ラクビー場 プール 体育館 運動広場 梅園 

 

イ 塚山公園の管理運営  

共同事業者である県立塚山公園保存会と連携し、桜の名所として適切な保全管理を行うとと

もに、眺望の確保と適切な樹林管理、四季を通じて楽しめる花修景を実施した。また、自然観

察会の開催や三浦按針ゆかりの地として由来を掲示板やパンフレットで紹介した。 

管理面積：４.７ｈａ  管理施設：見晴台 港の見える丘 さくら谷 展望広場 

 

ウ 葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地の管理運営 

葉山の海岸と一体となった両公園の景観を維持・保全するため適正な管理を行うと共に、ハ

マナスをはじめとした希少海浜植物の保護・育成や、園内の自然を活かした自然観察会を開催

した。 

葉山公園   

管理面積：１.７ｈａ  管理施設：はまなす花園 パーゴラ 遊具 

はやま三ヶ岡山緑地   

管理面積：２９.６ｈａ 

管理施設：あずまや 山頂広場 東峰広場 西峰疎林広場 展望デッキ 

 

エ 恩賜箱根公園の管理運営  

共同事業者である㈱小田急ランドフローラと連携して策定した植栽管理指針に基づき、湖畔

展望館などからの眺望確保のための高木剪定等を実施した。 
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また、本公園の特徴である和風庭園の適切な維持管理やバラの展示イベントなどにより「も

てなしの空間づくり」に努めるとともに、平成 25 年８月に国の登録記念物に登録されたこと

にあわせ、新たなパンフレットや紹介パネルにより、利用促進に取組んだ。 

管理面積：１５.９ｈａ 

管理施設：湖畔展望館 塔の鼻広場 藤棚広場 展望台 

 

オ 辻堂海浜公園・湘南汐見台公園の管理運営 

共同事業者である㈱オーチューと連携し、公園まつりや「辻の盆」をはじめ、年間を通じ 

て地域との協働による多彩なイベントを開催した。 

また、「第９回子ども駅伝大会」や「うんどう教室」の開催等により、県民の健康・福祉の

増進に寄与するとともに、花の庭、松林林床の水仙花壇における花修景の魅力アップを図った。  

さらに、夏期の周辺道路の渋滞対策として、多目的グラウンドを臨時駐車場として運営し、 

混雑緩和に努めた。 

辻堂海浜公園 

管理面積：１９.９ｈａ 

管理施設：ジャンボプール  交通公園  交通展示館  芝生広場  遊具広場  花工房 

しょうなんの森 

湘南汐見台公園  

管理面積：１.６ｈａ 

管理施設：少年野球場 運動広場 児童遊戯広場  

 

カ 相模原公園の管理運営 

共同事業者である㈱サカタのタネと連携し、フランス式庭園の一部改良を行い、芝生の緑に

花々が映える美しい庭園とするなど、一層の魅力向上に取組んだ。 

また、サカタのタネグリーンハウスにおいて、次期指定管理に向けて無料区域の拡大等サー

ビス向上の検討を行ったほか、館長によるガイドツアーを行うなど、利用促進に取組んだ。 

      管理面積：２３．８ｈａ 

      管理施設：サカタのタネグリーンハウス 水無月園（菖蒲園） 噴水広場 芝生広場 

緑の相談所 イベント広場 

 

キ 大磯城山公園の管理運営 

旧三井別邸地区において、財閥別荘跡地の公園として適正な維持管理を行うとともに、草

花の植栽による「和花の路」の演出や、湘南邸園文化祭の一環として紅葉のライトアップ等

の事業を地域との協働により実施した。 

また、平成 25年９月に部分開園した旧吉田茂邸地区において地域ガイドボランティアと連

携したガイドツアーや、開園一周年記念イベント「フォーチュンフェスタ 2014」を実施した。 

管理面積：８.８ｈａ 

管理施設：茶室 ふれあいの広場 横穴古墳群 ひかりの広場 北蔵 兜門 七賢堂  

管理休憩棟 心字池 

 

ク 七沢森林公園の管理運営 

園内樹林地の適正な整備を行い、明るい林内環境づくりとヤマビル対策に努めるとともに、 

発生した伐採木等を活用して炭焼窯で炭生産を行うなど植物性廃棄物の有効活用を図り、森 

林公園の特性である自然を最大限活用した管理を実施した。 
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また、「あつぎ七沢森のまつり」を始めとしたイベントや陶芸体験講座、木工教室等の各種 

体験教室を開催するなど、地域と協働した普及事業を展開した。 

管理面積：６４.６ｈａ 

管理施設：森の民話館 森のアトリエ ピクニック広場 わんぱく森 野外ステージ 

アスレチック広場 おおやま広場 バーベキュー広場 

 

ケ 座間谷戸山公園の管理運営  

   全国初の自然生態観察公園としての機能を発揮するため、市民団体や関係機関と協働した 

「座間谷戸山公園運営会議」の開催や、生物モニタリング調査の実施、ボランティアによる 

雑木林の維持管理を行った。 

また、「谷戸山公園まつり」、「親子で米つくり隊」イベントなどを実施するとともに、中学 

校の職場体験を積極的に受け入れるなど、谷戸の自然や里山の暮らしを体験する場を広く提 

供した。       

      管理面積：３０．６ｈａ 

      管理施設：パークセンター ログハウス 里山体験館 水鳥の池、湿性生態園 

 

コ 秦野戸川公園の管理運営  

丹沢山系の麓にある公園として、チューリップ、アジサイ、コスモスなど、四季を通じた 

花修景による魅力づくりを進めたほか、野菜づくりや炭焼きなど各種体験教室、秦野ビジ 

ターセンター、山岳スポーツセンターと連携した三館合同イベントを開催した。 

また、バーベキュー施設や茶室の運営、風の吊り橋のライトアップ等、快適な空間を来園

者に提供した。 

管理面積：３６．１ｈａ 

管理施設 ：パークセンター  多目的グラウンド 少年野球場 風の吊り橋 山里庭園  

子供の広場  茶室   

 

サ 津久井湖城山公園の管理運営  

戦国時代の山城跡である公園の特性を生かした公園として適正な維持管理を行うとともに、

相模原市立博物館や市文化財保護課と連携した発掘調査を実施した。 

また、ボランティア団体や地域との協働により収穫感謝祭、園内の希少動植物の保護、自

然環境の保全に関する講座を開催した。 

さらに、花の苑地の多目的広場にバーベキュー場を開設し、平成２６年９月から試行的に

運営を行うなど、新たな魅力づくりに取組んだ。 

管理面積：７７．７ｈａ    

   管理施設：パークセンター 森のステージと里山広場 花の苑地 ガーデンテラス  

多目的広場 水の苑地 湖畔テラス 

 

シ 茅ケ崎里山公園の管理運営  

里山風景が残る公園の特性を踏まえ、茅ケ崎里山公園倶楽部など市民団体との協働により、 

「茅ケ崎里山公園保全管理計画」に基づく生き物に配慮した維持管理を行うとともに、自然 

観察会を開催した。 

また、市民団体や茅ヶ崎市、市観光協会などと幅広く連携した県民参加型の多様なイベント 

を実施したほか、「畑の村」において、拠点施設「里の家」を中心に農と食をテーマとした 

イベントを実施する等、地域連携の更なる充実に取り組んだ。 

さらに、県が整備した「おこじゅう広場」のバーベキュー場の運営を、平成２６年１０月か

ら試行的に行うなど、新たな利用層の拡大に取組んだ。 

管理面積：３５．０ｈａ 

管理施設：パークセンター  谷の家  多目的広場 風の広場 湘南の丘 里の家 
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ス 相模三川公園の管理運営 

相模川河畔の河川緑地の特徴を活かした公園として、スポーツ施設や大型遊具、健康遊具等 

の安全管理や適正な維持管理に努めた。 

また、せせらぎまつりや健康まつりの開催、パークゴルフ場の運営を行うなど、快適なレ 

クリエーション空間の創出や、県民の健康・福祉の増進を図った。 

さらに、シバザクラによる花の名所づくりや、相模川や鳩川の自然環境を活かした自然観 

察会等を開催した。 

管理面積：１３.７ｈａ 

管理施設：パークセンター 夕焼けの丘 ふれあい広場 鳩川遊歩道 スポーツ広場 

 

セ 境川遊水地公園の管理運営  

境川の洪水や氾濫を未然に防止する「県の総合治水対策」において県内で初めて整備された 

公園として、水防時の緊急警戒配備を着実に実施するとともに、環境学習や体験学習ができる 

ビオトープや運動施設等を活用して地域と協働した多彩な行事を開催した。 

管理面積：２６.２ｈａ 

管理施設：境川遊水地情報センター 少年野球場 多目的グラウンド テニスコート 

ビオトープ 

 

（２）山岳スポーツセンターの管理運営  

登山に関する知識・技能の習得と向上を図る場として、利用者に安らぎとくつろぎを与えるこ 

とができる施設管理を行うとともに、クライミングウォールをはじめとした山岳に係るレクリ 

エーション活動の場を広く提供した。 

敷地面積 ６,４３０ ㎡ 

 

（３）都市公園等の受託による管理運営 

    県から受託した公園等の維持管理事業を次のとおり実施した。 

公園名 事業内容 

境川遊水地公園 
境川遊水地情報センターにおける河川や遊水地の環境学習等のサポ

ート及び会議室受付に関する業務   

相模三川公園 
相模三川公園内を流れる鳩川の浄化施設取水口付近における清掃業

務  

いせはら塔の山緑地公園 

園内施設の維持管理や利用者案内及び県民緑地としての借地地権者

や地域団体との調整に関する業務、及び２６年７月にオープンしたパ

ークセンターの管理及び利用促進業務（管理面積：１１.８ｈａ） 

 

（４）大磯町立郷土資料館敷地の管理   

     大磯町郷土資料館の敷地が快適な利用空間となるよう大磯町と連携し管理を実施した。 

管理面積  ５,０９８ ㎡ 

 

２ 自然公園ビジターセンター管理運営事業 

 （１）自然公園ビジターセンターの管理運営 

    県から受託した５ビジターセンター等の適正な管理運営を行い、丹沢・陣馬地域のみどり・環 

境保全と創造に関する普及啓発を図った。  
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ア 宮ヶ瀬ビジターセンターの管理運営  

東丹沢の宮ヶ瀬湖畔に立地する当施設は、丹沢大山国定公園・県立丹沢大山自然公園の主に 

東、北丹沢地域の登山情報の収集発信拠点として、適正な管理運営を行ったほか、登山に関す 

る情報や季節の草花、野鳥など自然に関する情報提供を行った。 

また、宮ヶ瀬湖に訪れる利用者に対し、気軽に自然体験ができるガイドウォーク等を積極的 

に実施した。 

管理面積：１,２００．０ ㎡ 

管理施設：常設展示（ジオラマ 丹沢の歴史 動植物の紹介 地形模型） 多目的ホール 

レクチャールーム 

 

イ 秦野ビジターセンターの管理運営 

表丹沢の玄関口大倉、県立秦野戸川公園内に位置している当施設は、主に表丹沢地域の登山 

情報や自然情報の収集発信拠点として、適正な管理運営を行った。また、公園を訪れる家族連 

れや登山者などの利用者に対し、展示制作や気軽に自然体験ができるプログラム等を積極的に 

実施した。 

管理面積：２６５．３ ㎡（秦野戸川公園パークセンター内 展示室） 

管理施設：常設展示（ジオラマ、地形模型） 

 

ウ 丹沢湖ビジターセンターの管理運営 

当施設は西丹沢の丹沢湖畔に立地し、主に西丹沢地域の登山情報や自然情報の収集発信拠点 

施設として、適正な管理運営を行った。また、山北町森林セラピー協議会への協力等地域との 

連携、常設展示や図書情報コーナー、生態園など施設の特徴を活かした観察会などを行った。 

管理面積：６,３３５．１ ㎡ 

管理施設：常設展示（丹沢の植生別ジオラマ 動植物の紹介）多目的ホール  

レクチャールーム ボランティアルーム、生態園等 

 

エ 西丹沢自然教室の管理運営 

西丹沢檜洞丸の登山口に位置し、周囲に本格的な登山ルートや沢登りコースが多いため、丹 

沢湖ビジターセンター及び自然公園指導員・かながわパークレンジャー等との連携を図り、主 

に当施設を起点とする登山情報やツツジ、紅葉等の自然情報の提供や自然教室を開催するとと 

もに、施設の的確な管理運営を実施した。 

管理面積：６３５．１㎡ 

管理施設：常設展示（動植物の紹介、地形模型）、休憩室 

 

オ 陣馬自然公園センターの管理運営 

県立陣馬相模湖自然公園の陣馬山登山口に位置する当施設は、登山者の憩いの場、登山や自 

然情報の収集発信拠点施設として活用されているため、自然公園指導員やパークレンジャーと 

連携を図り的確な管理運営を行った。また、「にほんの里 100 選」に選定された地域であるため、 

佐野川地区の山村文化や自然情報の提供を積極的に実施した。 

管理面積：７８３．０ ㎡ 

管理施設：常設展示（地形模型、動植物の紹介、藤野の生活） 
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 ３ 都市公園普及事業 

（１）普及事業 

都市公園において、みどり・環境の保全と創造に関する普及啓発、県民の健康・福祉の増進、 

地域社会の健全な発展を目的とした事業及び利用増進を目的とした事業を開催した。 

ア 自然、クラフト等体験活動教室事業 

    都市公園を活用した環境学習、自然教室、クラフト体験活動教室等を幅広く実施した。 

 

イ 健康福祉等体験活動教室事業 

  （ア）各種体験活動教室 

都市公園において、様々なスポーツ教室や大会、日常的な健康づくりを促進するための健 

康教室、健康まつりを開催する等、健康増進を目的とした事業を幅広く実施した。 

また、県の「未病を治すかながわ宣言協力活動登録制度」への登録申請を行った。 

（イ）ユニバーサルカヌー体験活動教室事業 

       ユニバーサルカヌーを通じた健常者と障がい者の交流の場づくりとして、湘南工科大学や 

藤沢市カヌー協会などと連携を図り、障がい者、子供、高齢者をはじめ誰もが参加できる体 

験活動教室を開催し、県民の健康・福祉の増進を図った。 

      ・開催場所：辻堂海浜公園 

  ・開催回数：１３回 

      ・参加者数：延べ４，４９０人 

 

 （２）都市公園アーカイブ事業【協会設立 40周年記念事業】 

    当協会が長年にわたり県立都市公園の管理運営の中で蓄積した写真や資料を整理するとともに、 

永続的に保存が必要な過去のフイルム写真約 150枚をデジタルデータ化した。 

また、当協会ホームページにおいて県立都市公園に関する写真や資料の提供について広く募集し、 

データ収集に取組んだ。 

 

４ 自然公園普及事業 

（１）自然・クラフト等体験活動教室等事業 

みどり・環境の保全と創造に関する普及啓発及び自然公園の利用促進を目的とした、自然教室、 

企画展、クラフト教室等、学校・企業等の団体向けのプログラムや講師派遣を行った。 

     

（２）大涌谷インフォメーションセンター運営事業 

平成 26 年４月から箱根町が開設した箱根ジオミュージアムに併設・リニューアルし、箱根地域 

の観光情報や自然情報等の発信拠点として配置人員増などの拡充を図った。 

さらに、環境省、県、箱根町などの関連団体や自然公園指導員と協働し、自然に親しむ運動、 

   外来種駆除、登山道補修等の環境保全活動を次のとおり実施した。 

事 業 名 開催日時 開催場所 参加人数 

大涌谷ジオ観察会 平成 26年 11月 21日 湖尻～大涌谷  ３６人 
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（３）大涌谷活性化協議会の運営 

当協会が事務局となって進められている大涌谷再整備計画にあわせ、関係事業者、環境省、神 

奈川県、箱根町等と連携を図り、次のとおり協議会等を開催し事業の推進に努めた。 

区分 開催年月日 内容 

第８回協議会 平成 26年 4 月 4日 ・協議会の活動経過について 

・大涌谷園地活性化事業の進捗状況と今後の予定 

・協議会の検討課題と今後の進め方 

第３回会員会 平成 27年 3 月 13日 ・大涌谷園地活性化事業の進捗状況について 

・大涌谷園地活性化協議会の次年度以降の進め方について 

 

５ みどり推進事業 

（１）グリーンエンジョイ開催事業【協会設立 40周年記念事業】 

事業名 開催日時 参加人数 内 容 

グリーンエンジョ

イ 2014 

～花と緑の先進事

例視察研修～ 

平成 26年 

10 月 28日 

 75 人 特定非営利活動法人 GIPと協働し、県内で花とみどり

に係るボランティア活動をしている方を対象に、蓼科

高原バラクライングリッシュガーデンの視察研修を

行った。 

 

（２）地域緑化推進事業 

  ア みどりのまちづくり推進講座開催事業【協会設立 40周年記念事業】 

事業名 開催日時 参加人数 開催場所 内 容 

みどりのまちづく

り推進講座 

～花 LOVEセミナー

in 津久井湖城山公

園～ 

平成 27年 

3月 15日 

25人 津久井湖城

山公園 

特定非営利活動法人 GIPと協働し、地

域の緑化活動を促進するため、ペット

ボトルハンギングプランター作成講座

を行った。 

 

  イ 公園周辺緑化事業【協会設立 40周年記念事業】 

県内７箇所の保育園、幼稚園において、農業体験や花壇づくりの指導や支援、花苗の提供を行い、

園児がみどりに親しむきっかけづくりを行った。 

また、当協会ホームページにおいて、県民自らの緑化活動を支援するため、地域の団体等へ花な

どの苗を配布し、植栽への補助、協力を行う団体を募集し、応募のあった地域の市民団体や社会福

祉施設等の 51団体に対して、花苗 11,177 株、球根 3,755 球、苗木 373本、種 352袋のほか、肥料

やプランター等を提供した。 

 

ウ 花苗事業 

平塚市内の遊休農地を借り上げ、地元の生産農家や福祉施設と連携し、障がい者の就労支援の場

としての活用も図りながら、マリーゴールド、サルビアなど 25 品種約 3万 9千株の花苗を生産し

た。 

生産した花苗は相模原公園など９公園の花壇へ植栽するとともに地域緑化活動支援事業等に活

用し、地域緑化の推進や花苗の購入経費の節減を図った。 
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また、昨年度に引き続き東日本大震災の復興支援の一環として、「公益財団法人瓦礫を活かす森

の長城プロジェクト」等が取組んでいる「いのちを守る森の防潮堤づくり」において植樹するどん

ぐりの苗木の出荷に向け、福祉施設と共同で生産を行った。 

 

（３）フォトコンテスト事業【協会設立 40周年記念事業】 

      当協会が管理運営する県立都市公園及び自然公園を対象としたフォトコンテストを開催するとと

もに、入賞作品展を各公園や福祉施設等で開催し公園や自然の魅力を紹介するなど、みどり・環境

の保全と創造に関する普及啓発を図った。 

  ア 花とみどりのフォトコンテスト 

作品募集期間：平成２６年５月３０日～ ９月５日 

    応募人数：２６４名 

    応募点数：８５８点（ カメラ部門：８０３点、スマホ部門：５５点） 

    入賞作品：審査会において、大賞１点、準大賞１点、入選５点、佳作１４点、 

４０周年記念特別賞１点、特別賞９点を選考 

イ 花とみどりのフォトコンテスト入賞作品展 

都市公園：保土ヶ谷公園、相模三川公園、相模原公園、津久井湖城山公園 等９公園 

（平成 26年 11月 1日～平成 27年 4月 29日） 

福祉施設等：アガペセンター （平成 27年 3月 17 日～4月 16 日） 

 

６ 公益推進事業 

（１） 環境・防災対策事業 

ア 環境対策事業 

環境により配慮した事業活動を行うため、次のとおり電気自動車や機器等を配備した。 

・電気自動車を保土ヶ谷公園、辻堂海浜公園、茅ケ崎里山公園に配備（各１台） 

・直管型ＬＥＤを本部事務局、各公園の管理事務所等に導入（１３カ所、５６４本） 

・ウッドチッパー（園内発生材のリサイクル）を座間谷戸山公園に配備（１台） 

・無煙炭化炉（間伐材の炭化）を七沢森林公園に配備（１台） 

イ 防災対策事業 

公園の防災機能向上を図るため、次のとおり資機材の配備や地域と連携した防災訓練等を行った。 

・平成２５年度に引き続き、各公園の防災備蓄食料や防災用携帯トイレの配備、防災用テントや 

備蓄倉庫の設置 

・大規模災害等の発生に備えた、全職員を対象とした緊急参集訓練の実施 

・保土ヶ谷公園硬式野球場における、高校野球大会時を想定した避難訓練の実施（県高野連、審 

判員、高校生等が参加） 

・相模三川公園での地域と連携した、起震車の地震体験、消火訓練、炊き出し訓練の実施 

 

（２）新戦略事業 

第三期指定管理において提案した、協会独自の新規提案事業の実現に向け取組んだ。 

・辻堂海浜公園 

交通展示館の利用層拡大のため、館内の休憩スペースを親子で楽しめる空間とするための改修 

準備を進めた。 

・保土ヶ谷公園 

管理事務所棟内に公園利用者の休憩、交流スペースを設け、パークセンターとしての機能強化 

を図るための改修準備を進めた。 

・相模原公園 

公園ナビステーション兼管理詰所を、県内の都市公園や都市緑化に関する資料の収集・展示を行 

う「グリーンアーカイブス」とするための準備を進めた。 
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（３）グリーンサポート事業 

  専門家による公園調査、指導を実施し公園管理運営の質の向上を図った。 

また、公園管理運営をより効果的に行うため「PDCA チェックシステム」を実施した。 

【特別指導員の委嘱】 

特別指導員 指導員氏名 略歴等 

樹木や花卉の育成に関する有識者 内藤 研二 （有）Ａ．Ｆ．Ａ．樹芸２１ 

 

【活動状況】 

区分 活動回数 活動状況 

指導員による 

公園調査・指導 
調査・技術指導 ９回 

大磯城山公園、相模三川公園、津久井湖城山公園 

等 

 

（４）広報公聴事業 

県立都市公園の四季を通じた花やイベント、及び各ビジターセンターの魅力紹介など、みどり・ 

環境の保全と創造に関する普及啓発及び利用促進のための広報活動を次のとおり実施した。  

区 分 事業内容 

協会ウェブサイトの運営 協会ウェブサイト「花と緑の情報サイト」により、イベント

情報や花情報などタイムリーな公園情報を提供した。 

かながわパークナビの発行 当協会の管理する公園紹介や自然、イベント情報等を掲載し

た公園情報誌を発行、配布した。 

発行回数：２回（10 月、３月） 

タウン誌を活用した広報 地域情報であるタウン誌への有料記事掲載を行い、公園のイ

ベント情報等を広域的かつ効率的に発信した。 

掲載回数：１９９回 

オリジナルカレンダーの製作 

 

フォトコンテストの入選作品などを使った平成 27 年用のカ

レンダーを製作し、関係機関への配布や一般販売を行い、都

市公園、自然公園の広報宣伝を図った。 

首都圏公園スタンプラリー 

事業 

首都圏みどりのネットワークの一員として、首都圏の公園を

めぐるスタンプラリーを実施した。 

当協会参加公園：恩賜箱根公園、大磯城山公園 

神奈川新聞への連載 

「ビジターセンター発  

丹沢新発見」 

当協会職員が、丹沢登山の隠れた魅力などについて寄稿し、 

発信することにより、丹沢やビジターセンターの利用を促進 

した。 連載：３４回 

 

（５）協会４０周年記念事業 

  ア 設立４０周年記念式典の開催 

    開催日：平成２７年２月４日 

    場 所：ホテル横浜ガーデン ミモザ（式典終了後、アイリスにおいて懇談会を開催） 

    招待者：１８３名 

  イ 神奈川県公園協会賞の創設 

    神奈川県公園協会賞を設け、地域への貢献度が高く優れた活動を表彰することにより、県民活 

動の支援に取組んだ。応募のあった３２点について、各分野の専門家等で構成された選考委員会 

において、次のとおり選考した。 

    ・優秀賞８点（調査・研究部門２点、都市緑化・自然環境保全に関わる活動部門５点、 

都市公園施設の利活用部門１点） 
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・奨励賞１０点（調査・研究部門１点、都市緑化・自然環境保全に関わる活動部門６点、 

都市公園施設の利活用部門３点） 

  ウ ボランティアへの感謝状贈呈 

    当協会の運営にご協力を頂いているボランティア１４団体への感謝状贈呈を行った。 

  エ 設立４０周年記念誌の発行 

当協会の事業活動やあゆみを紹介した４０周年記念誌を発行した。 

オ 設立４０周年記念事業の実施 

公園名 内容 

保土ヶ谷公園 
（公財）日本ラグビーフットボール協会が主催する「女子７人制ラグビー大会」を

協賛し、記念品を配付 

塚山公園 按針フェスタで開催された「按針うぉ～く」参加者に記念品を配布 

葉山公園・ 

はやま三ケ岡山緑地 
スタンプラリーを行い、近隣商店と連携した記念品を配付 

恩賜箱根公園 古典菊の展示、お茶席、公園セミナーの開催時に記念品を配布 

辻堂海浜公園 交通公園内に約１０本の桜を植樹 

相模原公園 園内で観察できる蝶類を紹介するポケット図鑑を作成 

大磯城山公園 NHK が製作した三井家、吉田氏に関する映像をレンタルし上映 

七沢森林公園 さくらの園でミツマタ 60 本の植樹と植樹記念碑を設置 

座間谷戸山公園 公園まつりにおいて、丸太切り大会、輪投げ大会を実施し、参加賞や景品を配付 

秦野戸川公園 「チューリップフェア」において来園者へチューリップ等を配布 

津久井湖城山公園 
津久井城祭りにおいて、津久井名産等の記念品を配布 

（雨天の為、平成 27 年度に延期） 

茅ケ崎里山公園 バーベキュー場の利用者 40 組を抽選により無料招待 

相模三川公園 せせらぎ祭りにおいて、チューリップの球根を 200 組に配布 

境川遊水地公園 河川情報スペース等で開園前後の風景写真等の特別展示会の開催と記念品の配布 

山岳ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 平塚盲学校の生徒を対象とした体験クライミングを実施 

いせはら塔の山緑地公園 自然観察会の参加者とともに、花植え及びハナモモの植樹を実施 

宮ケ瀬ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 

丹沢湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 

秦野ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 

西丹沢自然教室 

陣馬自然公園ｾﾝﾀｰ 

各ビジターセンター等の自然情報をまとめた「ビジターセンター発自然情報」を発

行 

大涌谷駐車場 3月 20～22日の来場車に花の種を配付 

大涌谷ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 箱根ジオミュージアム入館者に記念品を配付 

本部事務局 

都市公園アーカイブ事業の実施（再掲） 

公園周辺緑化事業の実施（再掲） 

グリーンエンジョイ開催事業の実施（再掲） 

みどりのまちづくり推進講座開催事業の実施（再掲） 

フォトコンテスト事業の実施（再掲） 
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７ 指定管理公園有料施設の管理運営 

（１）保土ヶ谷公園 

施設名 料金体系   利用者数（人）   収入額（円） 

硬式野球場 １時間３,５５０円 

（他に室内練習場、照明料等有り） 
２１９,７０７ １０,０６６,３８０ 

軟式野球場 １時間１,０６０円 ３４,７５９ １,９７１,６００ 

少年野球場 １時間４７０円 ３２,６１８ ８８２,１９０ 

サッカー場 ◇入場料を徴収しない場合 

１時間１０,８００円 

◇入場料を徴収する場合 

徴収した入場料の総額に 

１０分の１を乗じて得た額 

２４,６５４ ４,３２０,０００ 

ラクビー場 ◇入場料を徴収しない場合 

全面１時間 １０,８００円 

半面１時間  ５,４００円 

４分の１面 １時間 ２,７００円 

◇入場料を徴収する場合 

徴収した入場料の総額に 

１０分の１を乗じて得た額 

５１,０６７ １１,８０７,１００ 

テニスコート １時間７００円 ５９,１４３ １４,８６２,４００ 

プール 入場料 

大人（中学生以上）３１０円 

小人（小学生以下）１１０円 

２６,９６８ ４,９５３,５８０ 

体育館 全面１時間  １,２１０円 

半面１時間   ６００円 

卓球１面１時間 ３４０円 

３１,６５１ ３,６８９,０７０ 

計 ４８０,５６７ ５２,５５２,３２０ 

 

（２）秦野戸川公園 

施設名 料金体系 利用者数（人） 収入額（円） 

少年野球場 １時間 ４７０円 ４,６３７ ２７８,２４０ 

多目的グラウン

ドＡ・Ｂ 
１時間 ３１０円 １５,８９９ ５２２,６６０ 

計 ２０,５３６ ８００,９００ 
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（３）辻堂海浜公園 

施設名 料金体系   利用者数（人）   収入額（円） 

ジャンボプール 入場料 

大人（高校生以上）８３０円 

中人（中学生）   ５２０円 

小人（小学生以下）２１０円 

障害者及び介添え１名無料 

回数券 

大人 ７枚綴り／４,９８０円 

中人 ７枚綴り／３,１２０円 

小人 ７枚綴り／１,２６０円 

１８６,６６１ ９１,５６４,４４７ 

交通展示館  入館料 

２０歳以上    ３１０円 

２０歳未満及び学生２１０円 

高校生及び６５歳以上１００円 

※中学生以下、障害者及び介添え１

名無料 

４７,１５４ ３，４６１，２２０ 

スカイサイクル   利用料金 

大人（中学生以上）２１０円 

小人（小学生以下）１００円 

※障害者及び介添え１名無料 

１１９,４９２ １６,９２５,３４０ 

多目的広場 利用料金  

２時間単位 ６２０円 
２５,５５３ ２７６,５２０ 

計 ３７８,８６０ １１２，２２７，５２７ 

 

（４）湘南汐見台公園 

施設名 料金体系 利用者数（人） 収入額（円） 

少年野球場 利用料金 

２時間単位 ９４０円 
１０,０１６ ３４０,２８０ 

運動広場 利用料金 

２時間単位 ６２０円 
３９,７０８ ２８３,９６０ 

計 ４９,７２４ ６２４,２４０ 

 

（５）相模原公園 

施設名 料金体系 利用者数（人） 収入額（円） 

グリーンハウス １８歳以上２００円 

２０人以上の団体１５０円 

高校生以下及び６５歳以上無料 

６８,５１８ ２,４３７,７００ 

 

 



‐16‐ 

 

（６）山岳スポーツセンター 

施設名 料金体系 利用者数（人） 収入額（円） 

山岳スポーツ 

センター 

◇宿泊 

１泊   ３,０９０円 

小学生  １,５５０円 

宿泊以外の利用１室 

１時間１６０円 

◇研修・トレーニング室 

・一般利用（１人当たり） 

午前１６０円、午後２１０円 

・専用利用 

１人５２０円 

◇屋外クライミングウォール 

・一般利用（１人） 

午前４７０円、午後６２０円 

・専用利用（１面） 

午前 ４,６３０円 

午後 ６,１９０円 

 

 

宿泊利用 

   ２，１０６ 

宿泊以外利用 

     ７５７ 

研修･トレーニング

室利用 

   ２，２７３ 

屋外クライミング 

   ５，７９４ 

  

 

 

宿泊等利用 

  ４，７５９，１４２ 

研修室利用 

    １５９，５５０ 

屋外クライミング利用 

  １，４７０，７６５ 

 

計 １０，９３０ ６，３８９，４５７ 

 

（７）境川遊水地公園 

施設名 料金体系  利用者数（人）  収入額（円） 

少年野球場Ａ・Ｂ １時間 ４６０円 （２３,２６４） （７７５,７００） 

多目的グラウンド 
全面 １時間  ３００円 

半面 １時間  １５０円 
（８,４１７） （１５９,８２５） 

テニスコート １時間６９０円 （１７,７０９） （５,３２２,８６０） 

計 （４９,３９０） （６,２５８,３８５） 

 

（８）相模三川公園 

施設名 料金体系 利用者数（人） 収入額（円） 

軟式野球場 ２時間 ２,１００円 （ ４，７８９） （ ４５０，０２０） 

少年野球場兼 

ソフトボール場 

全面 ２時間１,８４０円 

半面 ２時間  ９２０円 
（１５，６１０） （ ５４７，８２０） 

多目的グラウンド 
全面 ２時間１,２００円 

半面 ２時間  ６００円 
（１０，６２４） （ ３９６，０００） 

パークゴルフ場 

大人（高校生以上）２００円 

小人（小学３年生以上高校生未満） 

１００円 

（１２,６６０） （２,３２７,７００） 

計 （４３,６８３） （３,７２１,５４０） 

 ※境川遊水地公園、相模三川公園の利用料金収入については、県に納入 
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８ 普及事業 

（１）都市公園 

区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数
保土ヶ谷キャンドルナイト２０１４“夏をおく
る”

8月30日(土) 7,000名

ほどがや区民まつり 10月18日(土) 60,000名
森のあそび 11月2日(日) 1,800名
ライトアップ＆イルミネーション 11月22日(土)～12月25日(木) 3,400名
梅まつりイベント 2月15日(日) 12,000名
ラグビーフェスティバル２０１４ 1回 300名
桜丘高校サッカーフェスタ 1回 200名
芝生いきいきヨガ教室 2回 139名
芝生ふれあいサッカー教室 3回 428名
神奈川新聞共催野球教室、キャッチボール＆ク
ラッシック

1回 120名

第２９回　スポーツフェスティバル「ママさんバ
ドミントン大会」

1回 100名

第29回　スポーツフェスティバル「ママさんバ
レーボール大会」

1回 710名

保土ヶ谷3大スタジアムツアー（試行会） 1回 15名
ほどがやわくわくプレイパーク 7回 607名
桜高WEEK!　（ギャラリー展示他） 1回 1,690名
保土ヶ谷公園フリーマケット 9回 15,000名
花のプロムナードイベント「チューリップの春花
壇を作ろう！」

1回 30名

環境学習　岩崎小学校“チューリップ球根の植え
付け”

1回 60名

岩崎中学校職業体験 1回 6名
桜丘高校　社会貢献活動“園内清掃” 1回 336名
少年チャンピオン連載「錻力のアーチスト」複製
原画展

9月9日(火)～10月5日(日) 1,160名

高校野球写真展「保土ヶ谷を熱くした球児たち」 7月1日(火)～8月3日(日) 1,200名
タウンニュース企画展「保土ケ谷版10周年企画展
示」

8月7日(木)～8月24日(日) 960名

その他 10回 9,380名
「錻力のアーチスト」原画複写展・トークショウ
＆サイン会

9月20日(土) 120名

アマチュア芝生管理教室 3回 108名
フジテレビ番組　めちゃイケ「スポーツ7番勝
負」撮影協力

9月23日(火) 1,200名

保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム防災避難誘導訓
練

6月22日(日) 185名

保土ヶ谷公園クリスマスコンサート 12月14日(日) 100名
その他 5回 230名

118,584名

　　　保土ヶ谷公園

公園計

大規模イベント

スポーツ・健康づくり

地域活性化

展示

その他
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　　　塚山公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

「横須賀花火大会」納涼観賞会 8月2日(土) 60名
按針フェスタ（按針うぉーく） 10月18日(土) 120名
「初日の会」の集い 1月1日(木) 300名
鳴く虫観察会～コオロギ相撲

 1回 12名
塚山公園　秋の山野草観察会 1回 31名
冬のバードウォッチング 1回 12名

その他 早咲き桜「春めき」植樹式
 2月21日(土) 30名
565名公園計

地域イベント

自然観察

 

 

　　　葉山公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

葉山オープンウォータースイム大会 7月6日(日) 450人

ＨＡＹＡＭＡ海の学校 7月19日(土) 70人

洋之介メモリアルカップ葉山オープニングセレモ
ニー

8月31日(日) 200人

森下仁丹 葉山マリンフェスタ２０１4 9月21日(日) 1,400人

洋之介メモリアルカップ（サーフィンコンテス
ト）

10月12日(日) 300人

磯の生物観察会２（初春） 3月21日(土) 7人
野鳥の巣箱を作ろう 3月22日(日) 4人

その他 はやま三ヶ岡山緑地・葉山公園スタンプラリー 1月10日(土)～2月8日(日) 214人
3,200人公園計

マリンイベント

自然観察

 

 

　　　秦野戸川公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

アジサイ開花フェア 6月7日(土)～6月8日(日) 1,200名
チューリップフェア 4月12日(土)～4月13日(日) 22,000名
花とみどりの祭典「ヒマワリ開花フェア」 8月9日(土) 1,000名
第９回秦野戸川公園まつり 10月18日(土) 8,000名
秦野丹沢まつり（山開き） 4月20日(日) 5,000名
風の吊り橋ライトアップ＆Ｘｍａｓイルミネー
ション

12月1日(月)～12月31日(水) 2,000名

風の吊り橋ライトアップ（紅葉） 11月15日(土)～11月24日(月) 1,800名
風の吊り橋ライトアップ「夜桜」 4月18日(金)～4月20日(日) 580名
チューリップ球根植え付けイベント 1回 355名
夏の川遊び体験～～遊ぶ！学ぶ！体験！～～ 1回 2,500名
親子さつま芋＆落花生作り隊 3回 169名
田んぼつくり体験「餅つき会」 1回 30名
ハロウィン飾り 10月1日(水)～10月31日(金) ━
公園風景画展示会 4月17日(木)～5月20日(火) ━
秦野戸川公園を取る！　わたしの逸品写真展 1月30日(金)～2月26日(木) ━
第７回花とみどりのフォトコンテスト入賞作品展
示会

3月7日(土)～3月15日(日) ━

三館合同イベント「みんなで学ぶ、作る、登
る！」

1回 30名

秦野茶道協会「春の茶会」 1回 100名
夏休み子ども工作教室「万華鏡作り」 1回 28名
公園で楽しむ写真教室 1回 35名
その他 3回 57名

44,884名公園計

大規模イベント

自然体験

展示

その他
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区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数
大規模イベント もみじのライトアップ 11月26日(水)～11月30日(日) 8,000名

「親と子の写生会」作品展 10月4日(土)・10月5日(日) 50名
おおいそオープンガーデン2014写真展 4月1日(火)～5月18日(日) 1,770名
盆栽展 5月24日(土)～5月25日(日) 170名
盆栽展 3月28日(土)・3月29日(日) 110名
世界文化遺産「富士山」写真展 8月23日(土)～9月21日(日) 2,650名
絵画展　～旧吉田茂邸のバラを描く～ 5月10日(土)～5月18日(日) 690名
その他 12回 3,429名
旧吉田茂邸庭園で学ぶ日本庭園勉強会 3回 166名
旧吉田茂邸地区開園１周年記念フォーチュンフェ
スタ2014

9月20日(土)～9月23日(火) 1,200名

旧吉田茂邸庭園ガイド 4月5日(土)～3月29日(日) 1,419名
大磯邸園文化講座 4回 136名
茶道教室 9回 65名
高校部活動卒業お茶会への協力 3回 90名
作って楽しむお茶教室 1回 34名
春の茶会 1回 140名
おおいそオープンガーデン2014 2回 3,100名
おおいそオープンガーデン2014　城山マルシェ 2回 412名
おおいそオープンガーデン2014春のコンテナガー
デン教室

1回 12名

樹木医技術研修会 1回 40名
第７回首都圏公園スタンプラリー 4月1日(月)～11月30日(日) ━
ダイヤモンド富士 2回 120名
竹細工教室　竹deおひなさま 1回 59名
その他 7回 248名

24,110名

　　　大磯城山公園

公園計

その他

茶道イベント

庭園イベント

展示
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区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数
かいひんSUN-DAY　Come Together
～海への願い～

10月18日(土) 3,000名

かいひんSUN-DAY　ｱｳﾄﾄﾞｱ活動・ﾏﾘﾝ&ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ
ﾌｪｱ2014

4月27日(日) 2,000名

かいひんSUNDAY 第3回集まる！つながる！家族ま
つり

11月15日(土) 10,000名

第17回辻堂海浜公園　秋の公園まつり 10月19日(日) 12,000名
第8回辻堂かいひん盆踊り「辻の盆」 7月20日(日) 16,000名
第８回辻堂海浜公園　春の公園まつり 5月24日(土)～5月25日(日) 30,000名
第8回辻堂海浜公園イルミネーション 花と海と光
のハーモニー2014

12月20日(土)～12月23日(火) 17,126名

アクアビクス教室 6回 2,600名
うんどう教室 22回 180名
かいひんFRIENDS ニュースポーツ体験　ヴォー
テックスフットボール

2回 61名

かいひんFRIENDS　楽しく走ろう！公園ランニン
グ

2回 24名

かいひんFRIENDSサッカーチャレンジコーナー 1回 400名
ファミリーウェルネスデー 1回 600名
秋のカヌースクール 1回 37名
ユニバーサルカヌー体験 13回 4,490名
第9回辻度海浜公園子ども駅伝大会 1回 425名
アクアバルーンパーク 7月19日(土)～8月31日(日) 13,540名
ウォーターパーク 29回 4,093名
ふわふわパーク 39回 6,093名
楽しいクラフト 19回 573名
子ども凧つくり教室 1回 30名
電気であそぼう 4回 82名
アトムを探せ！ 1回 800名
チリリンスクール（自転車交通安全教室） 1回 32名
春の子ども塾　のりものモビールをつくろう 1回 48名
春の子ども塾　ロードローラーをつくろう 1回 82名
春の子ども塾　鉄道模型展示 3月28日(土)～3月29日(日) ━
辻堂地区交通安全教室・第3回辻堂マルシェ 3月14日(土) 600名
第2回絆プロジェクト　「水辺の安全を一緒に学 7月6日(日) 307名
秋の花いっぱい計画 10月16日(木) 100名
春の花いっぱい計画 5月14日(水) 102名
Aloha Time inジャンボプール 8月23日(土) 150名
七夕かざり 6月24日(火)～7月7日(月) ━
その他 6回 472名

126,047名

　　　辻堂海浜公園

公園計

大規模イベント

スポーツ・健康づくり

アミューズメント

クラフト

交通公園イベント

その他
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　　　茅ケ崎里山公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

竹の子まつり 4月13日(日) 4,000人
こどもの日の集い 5月5日(月) 4,700人
ちがさきジャンボリー２０１4 9月23日(火) 11,000人
ちがさきレインボーフェスティバル 11月16日(日) 42,000人
秋の里山公園まつり 11月30日(日) 16,000人
春の里山公園まつり 5月11日(日) 15,000人
新春凧揚げ大会 1月4日(日) ━
畜産まつり 10月2日(木) 1,500人
柳谷どんど焼き 1月14日(水) 350人
里山七夕まつり 7月6日(日) 1,000人
里山夏まつり 2回 1,500人
外来植物の抜き取りと草木染め 1回 152人
竹の子掘り体験会 1回 202人
里山クラフト教室　お正月飾りを作ろう 1回 20人
畑の村まつり 1回 1,000人
里山クッキング 2回 34人
里山レストラン 8回 442人
七草がゆを食べよう 1回 113人
自然観察会 16回 399人
紙芝居パチパチ座 12回 595人
かみしばいの時間 12回 429人
ママ＆キッズのリラックスタイム 4回 97人
環境工作 8回 159人
おもちゃ病院にこにこ 11回 143人
アコースティックコンサート 5回 530人
晴れた日はソーラークッキング 9回 870人
里山はっけん隊！ 3回 71人
ＪＡＭＳＴＥＣ　深海の不思議な話し読み聞かせシアター 1回 60人
星空観察会（第２５回ちがさき宇宙教室） 1回 160人
文教大　海津ゼミ「浄見寺ツアー、青空キッチンツアー」 1回 30人

墨絵展示（谷の家） 6月5日(木)～6月17日(火) 740人

絵手紙こぴっと展 6月19日(木)～6月29日(日) ━

その他 14回 783人
夏休み　ラジオ体操 7月20日(日)～8月31日(日) 80人
茅ケ崎青年会議所主催「サマーキャンプ2014」に協力 1回 90人
星に願いを♪　谷の家で七夕短冊飾り 7月1日(火)～7月7日(月) 90人
神奈川県公園協会フォトコンテスト作品展示 12月20日(土)～1月4日(日) ━

桃のお節句（ひな飾り） 2月23日(月)～3月23日(月) ━

100,339人

地域協働イベ
ント

公園計

自然体験

食

県民企画によ
るイベント

その他
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　　　境川遊水地公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

大規模イベント 新春ふれあいフェスタ2015 1月25日(日) 2,302名
俣野ゴム堰と川の生き物観察会2014
【河川イベント③】

1回 79名

ツバメのねぐら入り観察会 2回 57名
バードウォッチング入門 2回 46名
親子自然あそび教室 2回 35名
ビオトープ管理活動 3回 20名
境川遊水地　貝化石掘り体験 1回 39名
境川遊水地　夏の星空教室 1回 36名
その他 15回 352名
夏休みバードブローチづくり教室 1回 14名
クラフト教室　境川の小石で水族館 1回 14名
その他 4回 46名
横浜市立中田小学校の学校ビオトープづくりへの
協力

2回 68名

日本大学短期大学　フィールド実習への協力 1回 38名
横浜市立東汲沢小学校　川の授業　への協力 1回 92名
東汲沢小学校の学校ビオトープづくりへの協力 2回 65名
慶應義塾湘南藤沢中等部　地学野外実習 1回 171名
その他 3回 134名
　”「公園の今昔」写真展”　第6回地域連携に
よる生き物展示・発表会　【河川展示④】

12月1日(月)～1月19日(月) ━

【展示会】　木のぬくもり～バードカービングと
焼き絵の世界から～

9月26日(金)～9月28日(日) ━

境川遊水地クラフト作品展示会 3月20日(木)～5月10日(土) ━

その他 6回 ━
境川遊水地見学会2014　【河川イベント①】 1回 16名
初心者向け＆経験者向けテニス教室2015 1回 12名
スポーツ自転車メンテナンス講習会 1回 32名
ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ（湘南浪漫）による救急救命講習ｲﾍﾞﾝ
ﾄへの協力

1回 30名

境川歴史探訪会　俣野館の物語
【河川イベント②】

1回 17名

境川遊水地　歴史探訪会　「藤沢山と当麻山」
【河川イベント⑤】

1回 17名

かなキャラ大集合　2014　参加による公園PR 1回 ━
その他 6回 693名

5,650名公園計

自然観察

クラフト

学校対応

展示

その他

 

 

　　　恩賜箱根公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

歴史・文化体験「箱庭さんぽ」公園ガイドツアー 4回 12名
恩賜箱根公園　野点の会 6回 452名
平成26年度ミュージアムリレー 第201走 6月13日(金) 21名
恩賜箱根公園 古典菊と俳句の展示・茶席の会・
公園セミナー

11月1日(土)～11月28日(金) 19,131名

展示
恩賜箱根公園　鉢植えで楽しむバラの展示と鉢バ
ラ里親キャンペーン

5月31日(土)～6月27日(金) 14,127名

七夕飾り展示 6月30日(月)～7月7日(月) 166名

第7回花とみどりのフォトコンテスト入賞作品展 2月7日(土)～2月15日(日) 2,667名
36,576名公園計  
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区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数
スプリングフラワーフェスティバル 4月26日(土)～4月27日(日) 25,500名
オータムフラワーフェスティバル 10月18日(土)～10月19日(日) 32,500名
しょうぶまつり 6月15日(日) 15,000名
新春フェア 第１弾 1月5日(月)～1月6日(火) 756名
新春フェア第２弾 1月8日(木)～1月12日(月) 4,461名
真夏の夜のファンタジア 8月16日(土) 300名
噴水広場ライトアップ 8月15日(金)～8月17日(日) 600名
相模の大凧デモストレーション 5月25日(日) 3,240名
みどりの講座 3回 75名
園芸教室 5回 107名
園内ガイドツアー 24回 179名
温室ガイドツアー 18回 133名
自然観察会 6回 71名
伝統文化親子教室事業「親子いけばな教室」 10回 182名
「ペットボトルプランター体験」講習会 1回 30名
その他 3回 121名
特別展　相模原公園の野鳥展～相模原公園の野鳥
とその生活を知ろう！～

7月30日(水)～8月24日(日) 1,955名

ペチュニア特別展 6月3日(火)～6月15日(日) 4,982名
特別展　「トルコギキョウ展」 10月11日(土)～10月13日(月) 955名
特別展　「華やかなペラルゴニウムの世界」 4月5日(土)～4月13日(日) 2,383名
サカタ食堂　レシピ展示 7月1日(火)～7月27日(日) 2,244名
錦秋特別　盆栽展 10月29日(水)～11月3日(月) 1,741名
クリスマス特別展　花で彩る特別なX’mas.　～
Flower Noel 2014

12月2日(火)～12月27日(土) 3,518名

「サンパチェンス写真コンクール応募作品展」 12月19日(金)～12月27日(土) 1,002名
「サンパチェンス写真コンクール受賞作品展」 1月20日(火)～2月22日(日) 5,721名
その他 33回 82,122名
マンスリーコンサート 12回 2,261名
ゴールデンウィークスペシャル　コンサート 5回 1,190名
ヤエイグリーンフェスタ 1回 84名
その他 3回 300名
公園であそぼう！「笑顔で元気」 3回 51名
ちびっこ水遊び広場 7月19日(土)～8月31日(日) 1,660名
ツリークライミング 6回 197名
レインボーピクニック 5月11日(日) 8,588名
落語「青山大相模の会」 2回 270名
その他 7回 477名

204,956名

　　　相模原公園

公園計

大規模イベント

みどり普及イベント

展示

演奏会

その他
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　　　座間谷戸山公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

大規模イベント第20回 谷戸山公園まつり 11月24日(月) 5,000名
クラフト体験（切り絵教室） 7月26日(土) 9名
ネイチャーゲーム 3回 70名
やとやま講座 4回 143名
親子で米作り隊（全６回） 6回 283名
石窯ピザ作り教室 1回 45名
ピザ作り（もちこみイベント） 2回 23名
定例自然観察会 8回 173名
花植えたい 26回 132名
里山保全隊 9回 139名
森のおはなし会 7月24日(木) 100名
語りのまつり 11月1日(土) 20名
夏の生活学校（もちこみイベント） 8月22日(金) 74名
思い出話を楽しむ会～脳をイキイキ活性化～（も
ちこみイベント）

6月8日(日) 29名

フォトコンテスト写真展 4月19日
～29日 ━
写真展 10月4日
～13日 ━

6,240名公園計

その他

ボランティア
体験

自然観察・体験

 

　　　七沢森林公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

緑のまつり 4月27日(日) 3,500人
あつぎ七沢森のまつり　前夜コンサート 11月2日(日) 150人
第３８回あつぎ七沢森のまつり 11月3日(月) 19,000人
クラフト体験 8回 568人
陶芸体験 21回 579人
楽焼体験　アトリエ講座A（時計作り）を含む 26回 363人
初心者陶芸教室（伊福部クラス）
木曜1日コース

9回 193人

初心者陶芸教室（内谷クラス）
土曜半日コース

15回 318人

アトリエ講座 6回 118人
森のｱﾄﾘｴ陶芸ｻｰｸﾙ 47回 1,431人
手芸教室 18回 48人
折り紙教室 2回 14人
オカリナ制作教室 12回 81人
縄文式土器製作講座・野焼作陶会 14回 312人
木工教室 12回 133人
押し花教室 11回 66人
森林セラピー効果測定 8回 2,023人
自然観察会 12回 96人
森林セラピー体験ウォーク 11回 61人
ノルディックウォーキング体験 12回 98人
カブトムシつかみどり体験 3回 57人
わらべうたあそび 8回 226人
ｵｶﾘﾅ演奏会 4回 165人
民話の語り 8回 133人
アルプホルン演奏会 7回 852人
草笛演奏＆教室 12回 634人
植樹の集い　(公財)神奈川県公園協会設立４０周
年記念イベント

1回 130人

愛の森学園清掃・資源ゴミ回収・ボランﾃｨｱ 17回 68人
森林づくりボランﾃｨｱ 5回 79人
石窯を利用する野外クッキング 18回 282人
夜景観賞会 2回 24人
盆栽教室 2回 21人

31,823人公園計

大規模イベント

クラフト

森林体験

その他
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　　　相模三川公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

秋の公園せせらぎ祭り 11月15日(土) 8,000人
春の公園せせらぎ祭り 4月19日(土) 10,000人
水辺の自然観察会 2回 48人
植物観察会 2回 20人
野鳥観察会 4回 51人
健康まつり 10月4日(土) 178人
パークゴルフ教室 5回 111人
えびな凧揚げまつり 1月25日(日) 700人
上郷３丁目地区子どもみこし 7月13日(日) 200人
上郷地区盆踊り大会 8月11日(月) 2,000人
防災・防火訓練 11月2日(日) 240人

その他 絵画及び写真展 9月2日(火) ━
21,548人公園計

スポーツ

自然観察

大規模イベント

地域協働

 
 

　　　津久井湖城山公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

津久井湖さくらまつり 4月5日(土)～4月6日(日) 39,000名
津久井城こどもの日 5月5日(月) 500名
ルピナスまつり 5月25日(日) 3,000名
森の音楽会 10月11日(土) 500名
第１２回収穫感謝祭 11月23日(日) 1,800名
いきものウォッチング 11回 81名
いきものがたり 2回 62名
ネイチャーゲーム 4回 54名
その他 9回 176名
城山キャッスリング 5回 52名
第424回津久井城開城記念 津久井城開城祭 1回 20名
津久井やまびこ祭り 1回 30名
SKTボランティア新規説明会 1回 10名
花壇ボランティア 23回 155名
展示制作ボランティア 12回 78名
畑耕作ボランティア 23回 164名
花植え会 1回 15名
草花植えつけ隊 1回 8名
津久井城市民調査グループ　講習会 1回 19名
団体案内・ガイド 4月1日(火)～2月28日(土) 1,559名
うたうたげ 3回 159名
逸店昼市 2回 600名
オカリナフェス 1回 250名
森のコンサート 1回 250名
その他 11回 486名

49,028名公園計

大規模イベント

自然観察

歴史体験

ボランティア
活動

その他

 

　　　山岳スポーツセンター
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

２０１４親子体験シャワークライミング 7月26日(土)～27日（日） 31人
視覚障害者を対象としたクライミング教室 12月21日(日) 9人
三館合同イベント「みんなで学ぶ、作る、登る」 2月14日(土) 27人

67人公園計

山岳スポーツ

 

 

773,617人合計  
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（２）自然公園 

宮ヶ瀬ビジターセンター

区分 イベント 人数

レクチャー 随時 185回 234人

宮ヶ瀬ラボ（室内プログラム） 1回／月 12回 153人

ガイドウォーク 1回／月 11回 121人

宮ヶ瀬の動物調査隊 5月4日、5日、11月2日 4回 23人

ハンモックで森林浴 10月11日～26日の土曜、日曜、祝日 6回 33人

宮ヶ瀬のモミの大木に会いに行こう 12月14日、21日、23日 4回 49人

宮ヶ瀬ラボ 毎週土曜・日曜・祝日 106回 1,256人

宮ヶ瀬の青い石・セラドン探検隊 37人

夜の森へ出かけよう 32人

仏果山で山座同定 25人

山ガキになろう！ 16人

企画展「教えて！シカ博士」 ―

企画展「スタッフの山行録”2013”] ―

企画展「スタッフの山行録”2014”] ―

特別展「丹沢なんでも博士～みんなで調べて
います～」

―

団体対応（見学・展示解説・スライド・　野
外自然体験・クラフト教室・講師派遣など）

随時 100回 3,539人

クラフト教室 随時 1,218個 2,445人

小計 7,963人

丹沢湖ビジターセンター

区分 イベント 人数

丹沢トーク 毎月１回 16回 103人

ガイドウォーク 毎月第２日曜日 11回 203人

出張トーク 毎月１回 43回 195人

無料プログラム 丹沢トーク 休日（不定期） 42回 172人

門田先生と行く！「丹沢の岩石たんけん隊」 30人

門田先生と行く！「丹沢の岩石たんけん隊」 37人

山でのトラブル対処法 20人

ミニ登山隊しゅっぱ～つ！ 22人

野鳥観察 はじめの一歩 15人

特別展　～パステル画と詩～「西丹沢の四季」 ―

企画展
調べて発見！ 丹沢湖の自然 ―

特別展
湖底に沈んだ三保のふるさと　第2弾 ―

企画展[自然と人のかけ橋丹沢湖ビジターセン
ターのあゆみ]

―

２階写真展
丹沢湖ビジターセンター
だよりから ―

ミニ展示
鳥のハネハネクイズ ―

ミニ展示
旅する種たち ―

団体対応（見学・展示解説・スライド・　野外自然
体験・講師派遣等）

随時 57回 2,253人

登山者カード呼びかけ 随時 100回 235人

見学時の体験補助「動物の足あとさがし」 随時 107人

「大野山開き」出展 4月29日 357人

小計 3,749人

4月1日～5月31日

6月1日～3月31日

4月1日～5月31日

6月1日～3月31日

その他

受託事業

無料プログラム

自然教室

企画展

実施期日・回数

7月26日・27日（追加開催）

8月16日・8月24日（追加開催）

12月6日

3月14日

10月4日

12月6日

2月7日

実施期日・回数

受託事業

自然教室

企画展

8月2日

8月9日

5月17日～6月29日

7月5日～9月28日

10月4日～12月14日

その他

12月20日～3月31日

第1期　5月24日～7月18日
第2期　7月19日～10月16日
第3期　10月18日～27年1月9日
第4期　1月10日～3月22日

5月4日～5月24日

11月9日～3月31日
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秦野ビジターセンター

区分 イベント 人数

丹沢トーク 毎月第１土曜(1～2月は不定期） 12回 66人

登山道トーク 毎月1回　週末不定期 116回 333人

無料プログラム 丹沢トーク 毎月　土曜・祝日（1～2月を除く） 39回 335人

はじめての地図とコンパス 30人

丹沢登山はじめの一歩 24人

考えよう！自然にやさしい山歩き 14人

丹沢の森でさがそう！森と水のひみつ 12人

企画展「ちょっとそこまで♪山ろくさんぽ ～
２年間の記録～」

―

企画展「虫のおもしろ大発見！」 ―

企画展「写真でみる丹沢の自然～今・昔～」 ―

企画展「丹沢みどころ紹介～スタッフ山行の
記録から」

―

展示解説・スライド・　野外自然体験・講師
派遣など

随時 73回 2,879人

登山者カード提出呼びかけ 随時 25回 3,623人

小計 7,316人

西丹沢自然教室

区分 イベント 人数

自然教室 山でのトラブル対処法 20人

ミニ企画展『今年の雪はすごかった』 ―

ミニ企画展『西丹沢の展望』 ―

団体対応（レクチャー） 1回 5人

登山届の呼びかけ 開館日毎日 13,079人

消しゴムはんこ 開館日毎日 320人

小計 13,424人

陣馬自然公園センター

区分 イベント 人数

企画展「パトロールで出会った生き物たち」 ―

企画展「陣馬相模湖自然公園の写真展」 ―

その他 団体対応（見学・展示解説・情報提供など） 随時 89回 1,954人

小計 1,954人

合計 34,406人

実施期日・回数

企画展
7月20日～10月31日

11月1日～2月15日

10月4日

その他

企画展
7月19日～

12月6日～

実施期日・回数

11月21日

その他

実施期日・回数

自然教室

受託事業

12月13日

2月21日

3月21日

企画展

5月24日～7月13日

7月19日～9月28日

10月4日～1月18道

1月24日～3月31日
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普及事業の実施状況 
 

１ 都市公園 

（１）地域社会の健全な発展を目的とした地域との協働事業 

公園まつり等の開催  

        

         

 

          

（２）みどり・環境の保全と創造に関する普及啓発を目的とした事業 

ア 自然観察会等の開催 

       

    

秋の里山まつり（茅ケ崎里山公園） 春のせせらぎまつり（相模三川公園） 

春の公園まつり（辻堂海浜公園）    新春ふれあいフェスタ（境川遊水地公園） 

磯の生物観察会（葉山公園） 

自然観察会（茅ケ崎里山公園） 

植物の自然観察会（津久井湖城山公園） 

野鳥観察会（相模原公園） 
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イ クラフト教室の開催 

    

 

（３）県民の健康・福祉の増進を目的とした事業 

     スポーツ教室等の開催 

     

 

２ 自然公園 

（１）みどり・環境の保全と創造に関する普及啓発を目的とした事業 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

うんどう教室（辻堂海浜公園） 健康まつり（相模三川公園） 

団体対応 大学生を対象としたレクチャー 

（秦野 VC） 

特別展「教えてシカ博士」 

（宮ヶ瀬 VC） 

自然教室「丹沢の岩石たんけん隊」 

（丹沢湖 VC） 

し

自然教室「山でのトラブル対処法」 

（丹沢湖 VC、西丹沢自然教室 共催） 

うんどう教室（辻堂海浜公園） 芝生いきいきヨガ教室（保土ヶ谷公園） 

夏休み子ども工作教室「万華鏡作り」（秦野戸川公園） アトリエ講座ミニ門松作り教室（七沢森林公園）    
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【収益事業等】 

１ 駐車場事業 

 （１）都市公園駐車場の管理運営 

10 公園（保土ヶ谷公園、葉山公園、秦野戸川公園、大磯城山公園、辻堂海浜公園、恩賜箱根公園、 

相模原公園、七沢森林公園、茅ケ崎里山公園、相模三川公園）の有料駐車場の運営を行った。 

公園名 駐車場料金 駐車台数 台数/収入額 

保土ヶ谷公園 1 時間まで大型 620円 

     普通 210円 

以後 30分毎に 

     大型 310円 

     普通 110円 

大型  10台 

普通  384 台 

１３５,１７０台 

６４,０７９,９５０円 

葉山公園 1 回制 

4 月 1 日～6月 30日の土日祝 

普通 520円 二輪 110円 

7 月 1 日～8月 31日の土日祝 

普通 2,060円 二輪 110円 

午後から普通 1,030 円 

7 月 1 日～8月 31日の平日 

普通 1,550円 二輪 110円 

午後から 830円 

9 月 1 日～3月 31日の土日祝 

及び 12月 29日～1月 3日 

普通 520円 二輪 110円 

普通  114 台 
２６,４２８台 

１２,４７５,９８０円 

秦野戸川公園 

夏休み(7月 20日から

8月 31日)及び土日祝

日が有料 

入場時刻より 30分以内無料 

大型 2時間まで 620円 

   2時間以上 830円 

普通 2時間まで 310円 

   2時間以上 520円 

二輪 無料（諏訪丸駐は無料） 

大型   10台 

普通  223 台 

３１,４２８台 

１３,３７０,９００円 

大磯城山公園 

年末年始を除く毎日

有料が旧吉田茂邸駐

車場、土日祝日有料

が第一駐車場 

休日は最初の１時間以内 

大型 620円、普通 210円 

以降 30分増すことに 

大型 310円、普通 110円 

平日は１時間 

大型 310円、普通 110円 

（平日有料は旧吉田茂邸駐車

場のみ、第 2駐は無料） 

第 1駐 36台 

第 2駐 19台 

旧吉田茂邸駐

車場大型 2台、

普通 24 台 

１１,６１８台 

２,６８８,１５０円 

辻堂海浜公園 

   

最初の 1時間 

大型 1,030円以降 30 分毎に

520 円 

普通 420円以降 30毎に 

210 円二輪車無料 

東駐  481 台 

西駐  301 台 

臨時駐車場 

１８８,１２８台 

１６３,３０７,３６０円 
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公園名 駐車場料金 駐車台数 台数/収入額 

恩賜箱根公園 

   

1 時間毎 

大型 830円 普通 310円  

二輪 110円(1回限り) 

普通  123 台 
７１,３１３台 

２９,８８９,７１０円 

相模原公園 

年末年始、7・8 月を

除く土日祝日が有料 

1 回制 

大型 1,030 円 

普通 310円 

二輪 無料 

普通  290 台 
２８,８２８台 

８,９８７,４４０円 

七沢森林公園 

4月 1日から 11月 30

日の土日祝日が有料 

1 回制 

大型 1,030円 

普通  520円 

二輪 110円 

大型    1台 

普通  121 台 

８,３６２台 

４,３５２,３２０円 

茅ケ崎里山公園 

年末年始を除く土日

祝日が有料 

 

1 回制 

大型 1,030円 

普通  310円 

（北駐車場は無料） 

東駐  42台 

西駐  279 台 

３７,２９９台 

１０,８４４,０３０円 

相模三川公園 

１回制 

普通  400 円 

二輪車 100 円 

一般 

普通 101 台 

１１,５２３台 

４,５８２,５００円 

計 
     ５５０,０９７台 

 ３１４,５７８,３４０円 

 

（２）自然公園駐車場の管理運営 

  大涌谷園地利用者への利便性を図るため、大涌谷駐車場の管理運営を行った。 

施設名 駐車場料金 駐車台数 台数/収入額 

大涌谷駐車場 1回制 

大型 1,550 円 

普通  520 円 

大型   12台 

普通  112 台 

２５４,４１７台 

１４１,３００,８１０円 

大涌谷バス専用 

駐車場 

１回制 

大型 1,550 円 
大型  14台 

１９,１２８台 

２９,６５８,３５０円 

計 
２７３,５４５台 

１７０,９５９,１６０円 
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２ 売店等事業  

   公園利用者への利便性とサービス向上を図るため、売店・軽飲食店・バーベキュー場・茶室・ 

自動販売機等の運営を行った。 

公園名 施設名 設置数 収入額 

保土ヶ谷公園 売店（ﾌﾟｰﾙ売店含む） ３店舗 １,９５２,５５３円 

自動販売機 ２０台 ６,４４０,５７８円 

オートテニス（直営） ２台 
１,２８５,２００円 

【利用者数６,３３７人】 

軽飲食店 １店舗 ８４７,６５０円 

塚山公園 自動販売機 ２台 ２１６,３３８円 

葉山公園・ 

はやま三ケ岡山緑地 
自動販売機 ２台 ８８７,９５２円 

秦野戸川公園 自動販売機 ７台 ２,５１１,２００円 

バーベキュー（直営） １施設 
５,８０６,０５０円 

【利用者数１６,２２２人】 

茶室（直営） １施設 
６,２９２,０４０円 

【利用者数２４,８２６人】 

大磯城山公園 
自動販売機 ４台 ８４０,２２４円 

茶室（直営） １施設 
２,６１６,７２０円 

【利用者数 ９,１７７人】 

辻堂海浜公園・ 

湘南汐見台公園 

売店 １店舗 ９２３,０２０円 

プール臨時売店 ５店舗 ７,８４５,５１６円 

自動販売機 
２４台 

（辻 23台・汐 1台） 
１１,７１５,０５９円 

軽飲食店 １店舗 １,９９２,８５４円 

臨時売店 ２施設 ５１３,７９１円 

シャワー・ロッカー 

(プール公衆電話含む) 
３施設 ９,６８９,２１０円 

茅ケ崎里山公園 自動販売機 １２台 ５,１６７,０６７円 

バーベキュー（直営） １施設 
７５４，６４４円 

【利用者数 １，７８２人】 
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公園名 施設名 設置数 収入額 

境川遊水地公園 
自動販売機 ５台    ２,７７０,３９４円 

シャワー １施設      ３９，５００円 

恩賜箱根公園 自動販売機 ３台 １,１１３,８１６円 

茶処（直営） １施設 
３,１９６,０７０円 

【利用者数 ６，４１７人】 

相模原公園 

（サカタのタネグリー

ンハウスを含む） 

売店 ２店舗 ３８２,６１４円 

自動販売機 ７台 ３,６１７,１０１円 

軽飲食店 １施設 ４８４,７８０円 

軽喫茶（直営） １施設 
２,５０２,３４０円 

【利用者数 ６，８１３人】 

座間谷戸山公園 自動販売機 ３台 ２,０７４,０１１円 

七沢森林公園 自動販売機 ８台  １,４６１,７２３円 

バーベキュー 1施設 
３,６８３,８１７円 

【利用者数３０，６４１人】 

陶芸教室（直営） 1施設 
１,９６９,５００円 

【利用者数 ６１４人】 

相模三川公園 自動販売機 ５台 ２,４０１,８８０円 

津久井湖城山公園 
自動販売機 ２台 １，０２１,１０３円 

バーベキュー（直営） １施設 
３４８，２１８円 

【利用者数 ６３２人】 

本部事務局 ホームページ広告料等 １式 ３７５,２０４円 

収入計 ９６,２９０,９６９円 
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Ⅲ 評議員会・理事会に関する事項 

  当協会の運営に係わる重要な事項について、定款に基づき評議員会、理事会を開催し、 

決議等を行った。 

 １ 評議員会 

区分 開催年月日 開催場所 決議事項等 

定時評議員会 平成 26年 6月 26日 神奈川中小企業セ

ンタービル 13階 

第１、第２会議室 

決議事項 

・平成２５年度計算書類及びこれらの

附属明細書並びに財産目録について 

報告事項 

・平成２５年度事業報告について 

 

２ 理事会 

区分 開催年月日 開催場所 決議事項等 

第１回定例理事会 平成 26年 6月 9日 かながわ労働ﾌﾟﾗｻﾞ 

４階第３会議室 

決議事項 

・平成２５年度事業報告及び事業報告 

の附属明細書について 

・平成２５年度収支計算書類及びこれ 

 らの附属明細書並びに財産目録につ

いて 

・定時評議員会の開催について 

報告事項 

・理事長及び専務理事の職務の執行状 

 況について 

第１回臨時理事会 平成 26 年 10月 27 日 県立保土ヶ谷公園管

理事務所２階 A会議

室 

報告事項 

・第三期指定管理の応募結果について 

・理事長及び専務理事の職務の執行状 

 況について 

その他 

・協会設立 40 周年記念事業の概要につ

いて 

・第三期指定管理に向けた準備事項に 

ついて 

・平成２７年度以降の経営の見とおし 

について 

公園視察 

第２回定例理事会 平成 27年 3月 20日 かながわ労働ﾌﾟﾗｻﾞ 

４階第３会議室 

決議事項 

・平成２７年度事業計画について 

・平成２７年度収支予算等について 

報告事項 

・理事長及び専務理事の職務の執行状 

 況について 
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参考資料 

区　分 前年対比

利用者数 756,214 人 697,038 人 108.5%

（内イベント参加者数） 118,584 人 120,389 人 98.5%

利用者数 52,391 人 40,452 人 129.5%

（内イベント参加者数） 565 人 542 人 104.2%

利用者数 160,235 人 144,945 人 110.5%

（内イベント参加者数） 3,200 人 909 人 352.0%

利用者数 664,530 人 510,090 人 130.3%

（内イベント参加者数） 44,884 人 31,121 人 144.2%

利用者数 318,133 人 260,667 人 122.0%

（内イベント参加者数） 24,110 人 23,245 人 103.7%

利用者数 1,671,028 人 1,671,056 人 100.0%

（内イベント参加者数） 126,047 人 139,739 人 90.2%

利用者数 507,660 人 519,979 人 97.6%

（内イベント参加者数） 100,339 人 91,670 人 109.5%

利用者数 239,165 人 232,974 人 102.7%

（内イベント参加者数） 5,650 人 19,152 人 29.5%

利用者数 414,649 人 379,432 人 109.3%

（内イベント参加者数） 36,576 人 14,829 人 246.7%

利用者数 718,530 人 696,089 人 103.2%

（内イベント参加者数） 204,956 人 191,105 人 107.2%

利用者数 428,253 人 431,052 人 99.4%

（内イベント参加者数） 6,240 人 9,379 人 66.5%

利用者数 245,502 人 258,571 人 94.9%

（内イベント参加者数） 31,823 人 27,731 人 114.8%

利用者数 383,630 人 306,225 人 125.3%

（内イベント参加者数） 21,548 人 14,750 人 146.1%

利用者数 419,263 人 391,498 人 107.1%

（内イベント参加者数） 49,028 人 54,214 人 90.4%

利用者数（有料施設利用者数） 11,380 人 10,208 人 111.5%

（内イベント参加者数） 67 人 29 人 231.0%

利用者数 6,990,563 人 6,550,276 人 106.7%

（内イベント参加者数） 773,617 人 738,804 人 104.7%

利用者数 79,871 人 67,825 人 117.8%

（内イベント参加者数） 7,963 人 8,127 人 98.0%

利用者数 30,138 人 33,565 人 89.8%

（内イベント参加者数） 3,749 人 5,355 人 70.0%

利用者数 112,435 人 97,291 人 115.6%

（内イベント参加者数） 7,316 人 3,829 人 191.1%

利用者数 96,979 人 97,619 人 99.3%

（内イベント参加者数） 13,424 人 12,657 人 106.1%

利用者数 23,684 人 22,052 人 107.4%

（内イベント参加者数） 1,954 人 2,933 人 66.6%

利用者数 343,107 人 318,352 人 107.8%

（内イベント参加者数） 34,406 人 32,901 人 104.6%

利用者数 7,333,670 人 6,868,628 人 106.8%

（内イベント参加者数） 808,023 人 771,705 人 104.7%

合   計

西丹沢自然教室

平成26年度実施場所

保土ヶ谷公園

平成25年度

秦野ビジターセンター

秦野戸川公園

山岳スポーツセンター

総     計

合  計

境川遊水地公園

丹沢湖ビジターセンター

都市公園

自然公園

相模三川公園

陣馬自然公園センター

恩賜箱根公園

宮ケ瀬ビジターセンター

平成２６年度の公園利用者数とイベント参加者数

座間谷戸山公園

津久井湖城山公園

七沢森林公園

相模原公園

大磯城山公園

塚山公園

葉山公園
・はやま三ヶ岡山緑地

辻堂海浜公園・交通公園
・湘南汐見台公園

茅ケ崎里山公園
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事業報告の附属明細書 

 

公益財団法人神奈川県公園協会定款第８条第１項第２号に規定する事業報告の 

内容を補足する重要な事項を記載すべき「事業報告の附属明細書」は、本事業報 

告に掲載しているため作成しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


