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平成２７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２８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 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 原田 一明 立教大学法学部教授 

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 松藤 静明 神奈川県信用保証協会会長 

 

（２）役員（平成２８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 木原 英和 大和市監査委員 

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２８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、参与

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・参与   １ １ １ ２ 

総務企画課   ３ ３ １ ４ 

経 営 課   ２ ２ １ ３ 

公 園 課   ５ ５  ５ 

計   １１ １１ ３ １４ 

都市公園関係施設   ３４ ３４ ３５ ６９ 

自然公園関係施設   ３ ３ ５ ８ 

計   ３７ ３７ ４０ ７７ 

合計 ２ ４８ ５０ ４３ ９３ 
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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１４公園等(保土ヶ谷公園、塚山公園、秦野戸川公園・山岳スポーツセンター、大 

   磯城山公園、辻堂海浜公園・湘南汐見台公園、茅ケ崎里山公園、境川遊水地公園、恩賜箱根公園、 

相模原公園、七沢森林公園、座間谷戸山公園、津久井湖城山公園)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 

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 

共同事業者である（株）サカタのタネ、（株）オーチューと連携し、硬式野球場、サッカー 

場、プール、駐車場等、様々な施設の適切な管理運営を行った。 

総合運動公園として、スポーツを「する・みる・ささえる」の視点から各種スポーツ大会等 

を開催するとともに、神奈川県高等学校野球連盟や神奈川県ラグビーフットボール協会が主催 

する大会のサポートを行った。 

また、企業の CSR活動と協働した園内における花苗の植栽や市民団体と連携した「キャンド 

ルナイト」、「森のあそび」イベントを開催するなど地域と一体となった事業を実施した。 

さらに、管理事務所棟における案内機能の充実、情報発信機能の強化に取組むため、一部改 

修に向けた準備を進めたほか、広域避難場所、広域応援活動拠点としての防災機能をさらに高 

めるため、備蓄品の充実等に取組んだ。 

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づくりに取組んだ。 

また、地域ボランティアと協働した花壇管理や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するなど、ハイカー等の拠点施設としての魅力向上に努

めた。 

管理面積：４.７ｈａ  管理施設：見晴台 港の見える丘 さくら谷 富士見台 

 

ウ 秦野戸川公園・山岳スポーツセンターの管理運営 

都市近郊のアウトドアレクリエーションの拠点として、７万株のチューリップの植栽をはじ 

め、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るとともに、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、快適な空間を提供した。 

また、地域と連携した野菜づくりや炭焼きなどの体験教室の開催や、同敷地内で当協会が管 

理運営する秦野ビジターセンターと連携した三館合同イベントを開催するなど、利用促進に取 

組んだ。 

 山岳スポーツセンターにおいては、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、県内有数のクライミングウォールを有する山岳スポーツの拠点として知 

識・技能の習得とともに、安全登山の普及に努める。 
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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   

山岳スポーツセンター敷地面積：６,４３０ ㎡ 

 

エ 大磯城山公園の管理運営 

  共同事業者である湘南造園（株）と連携し、旧三井財閥別荘跡地、旧吉田茂邸跡地の公園 

として、適切な管理運営を行った。 

旧三井別邸地区においては、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、

茶室「城山庵」や北蔵における体験教室を開催するほか、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、旧吉田茂邸地区において、平成２９年度当初に予定されている全面開園を控え、地

域ガイドボランティアと連携したガイドツアーを行うなど、利用促進に取組んだ。 

さらに、「大磯オープンガーデンホーム運営委員会」の一員として、大磯町が取組む「新た

な観光の核づくり」に協力し、「おおいそオープンガーデン 2015」を開催するなど、地域と一

体となった観光拠点づくりを進めた。 

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 

 

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(株)オーチューと連携し、ジャンボプールや交通公園、交通展示館等の 

様々な施設・設備について、修繕箇所の早期発見・早期対応を行うとともに、公園全体にわ 

たる県の再整備事業とも連動した適切な維持管理を行った。 

 交通展示館においては、館内をファミリー層が利用しやすい空間とするため、休憩スペー 

スの改修や乳幼児向けの遊器具を配置した。 

また、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に取組むほか、「辻の盆」 

や、地域の人材や資源を活用した利用プログラム「かいひん FRIENDS事業」等を実施し、地 

域連携の一層の充実に取組むとともに、「子ども駅伝大会」や「うんどう教室」等の健康増進 

プログラムを実施するなど利用促進を図った。 

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 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。 
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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「ちがさきレインボーフェス 

ティバル」、「ちがさきジャンボリー」などの県民参加型イベントを実施した。 

農と食をテーマとした「畑の村」においては、拠点施設「里の家」を中心に地域と連携した 

イベントの実施やバーベキュー場の運営を行うなど、更なる利用促進に取組んだ。 

管理面積：３５.２ｈａ 

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 里山バ 

ーベキュー場 

 

キ 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した。 

 また、水辺の自然豊かなビオトープを適正に維持管理、保全するとともに、地域と連携した

環境学習の場としての活用を図った。 

 スポーツ施設においては「初心者向けテニス教室」を開催するなど、新たな利用ニーズの開

拓や各種健康スポーツ教室の開催等により、施設の利用促進と健康増進に取組んだ。 

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 

 

ク 恩賜箱根公園の管理運営  

共同事業者である(株)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。 

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」に努めた。 

さらに、本公園が国の登録記念物に登録されていることなどについて、パネル展示により紹

介するとともに、公園ガイドツアー「箱庭さんぽ」を行うなど、本公園の魅力の発信と一層の

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 

 

ケ 相模原公園の管理運営 

共同事業者である（株）サカタのタネと連携し、魅力ある景観づくりと緑の情報発信等の充

実に取組み、一層の利用促進を図った。特に一部改良がなされたフランス式庭園において、芝

生の緑に花々が生える美しい庭園として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、館内の無料区域を拡大するとともに、館長に

よるガイドツアーを行うなど、一層のサービス向上と利用促進に取組んだ。 

さらに、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」の平成２８年度末のオープンに向け整備を進めた。 

      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、せせらぎの園 
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コ 七沢森林公園の管理運営 

自然豊かな里山環境を維持するため、計画的な間伐を行うとともに、間伐材や落ち葉を炭

や堆肥等に活用するなど、資源循環型の管理を行うほか、ヤマビルの生息しにくい明るい樹

林地づくりに取組んだ。 

また、七沢温泉郷地域が県内発の森林セラピー基地として認定されていることを活かし、

「森林セラピー体験ウォーク」をはじめ、心身の健康づくりに資するプログラムの充実を図っ  

た。 

さらに、地元の七沢温泉や観光協会等と連携し「あつぎ七沢森のまつり」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、地域と協働した事業を実施した。 

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 

 

サ 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」イベントなどを通じ、谷戸の自然や里 

山の暮らしを体験する場を提供するほか、気軽に行えるウォーキングや散策による健康づ 

くりプログラムを提供した。 

      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 

 

シ 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の開催、園内の希少動植物の保

護活動、自然環境の保全に関する講座を開催した。 

さらに、地元の観光協会や商工会と連携した津久井城祭りの開催や津久井城ブランドの名

産品の普及を図るほか、花の苑地において観光協会と連携したバーベキュー場を運営するな

ど、地域と一体となった観光拠点づくりを進めた。 

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 バーベキュー場 水の苑地 湖畔テラス  

 

（２）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 

境川遊水地情報センター 
境川遊水地公園内の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   

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、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、パークセンターの管理、利用促進業務

等（管理面積：１３ｈａ） 
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（３）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３ビジターセンター等の適正な管理運営を行い、丹沢地域のみどり・環境保全

と創造に関する普及啓発を図った。  

 

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 

東丹沢及び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、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 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ことから、 

    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、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した。 

また、丹沢湖ビジターセンターの廃止に伴い、玄倉地域における自然情報の提供や自然プロ 

グラムを実施するなど、業務を拡充した。 

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 

 

 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。 
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イ 健康福祉等体験活動教室事業 

  （ア）各種体験活動教室 

公園の施設を活用した未病を治す取組みとして、各公園において日頃から行えるノルディ 

  ックウォーキング等を推進するとともに、様々なスポーツ大会やウォーキング教室を開催し 

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、子ども、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：１７回 

      ・参加者数：延べ４，７５３人 

 

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）自然環境保護の普及啓発・利用促進事業 

大涌谷インフォメーションセンターは、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。（平成２７年５月以降、大涌谷の火山ガスの影響により閉館中） 

また、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、自然に親しむ運動事業 

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 

こども自然教室「箱

根の動物探検隊」 
平成 27年５月 23日 箱根町立森のふれあい館周辺   12人 

大涌谷ジオ観察会 平成 27年 11月 20日 大涌谷・湖尻自然探勝路 

大涌谷周辺の立

入規制に伴い、

中止 

  

（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、次のとおり協議会を開催し事業の推進に努めた。 

区分 開催年月日 内容 

第 9 回協議会 平成 27 年４月 15 日 ・協議会の活動継続について 

・活性化事業の実施報告について 

・協議会の今後の取組みと進め方について 
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５ みどり推進事業 

（１）グリーンエンジョイ開催事業 

事業名 開催日時 参加人数 内 容 

グリーンエンジョ

イ 2015 

～花と緑の先進事

例視察研修～ 

平成 27年 

10月 27日 

 70人 特定非営利活動法人 GIPと協働し、県内の都市公園等

においてボランティア活動をしている方を対象に、群

馬県館林市にあるザ・トレジャーガーデン館林の視察

研修を行った。 

 

（２）地域緑化推進事業   

  ア 地域緑化活動支援事業 

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、地域の団体等へ花苗

を配布し、植栽の補助、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７６団体に対して、花苗６,７０１株を提供した。 

イ 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。 

生産した花苗は辻堂海浜公園など８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。 

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

ぐりの苗木を平成２８年度の出荷に向け、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 

      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２７年６月１５日～ ９月７日 

    応募人数：３１６人 

    応募点数：９３２点（ カメラ部門：８６６点、スマホ部門：６６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、特別賞９点、 

スマホ大賞１点、スマホテーマ賞５点、オンライン投票特別賞１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、いせはら塔の山緑地公園、相模原公園、茅ケ崎里山公園 等 10公園 

（平成 27年 10月 31日～平成 28年 4月 24日） 

福祉施設等：障害者総合福祉施設「アガペセンター」（平成 27年 3月 17日～4月 16日） 

  ウ 公園で楽しむ写真教室 

    第 1回 宮ヶ瀬ビジターセンター テーマ「紅葉」 

        平成２７年１１月１９日 参加者２８人 

    第 2回 大磯城山公園 テーマ「春の花景色」 

        平成２８年３月５日 参加者２３人 
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（４）都市緑化植物園事業 

   相模原公園は、県立都市公園唯一の都市緑化植物園であることから、都市公園管理運営事業に加 

え、都市緑化植物園としての機能拡充に取組んだ。 

  ア グリーンアーカイブス＆緑の相談所事業 

    園内の「公園ナビステーション（緑の相談所）」内に、県内の都市公園や都市緑化に関する資料

を収集・展示し、県民や団体等の都市緑化を担う活動を支援する「グリーンアーカイブス」の平

成２８年度末のオープンを目指し準備を進めた。 

  イ みどりのまちづくり推進講座開催事業 

講座名 開催日時 参加人数 開催場所 内 容 

「カラーサンドで

楽しむインテリア

グリーン講座」 

平成 28年 

2月 21日 

20人 相模原公園 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、身近な花とみどりの作り方を

学ぶための実践講座を行った。 

  ウ ガーデニングスクール事業 

   園内において、都市緑化の普及啓発を図るためのガーデニングスクールを開催した。 

内  容：園芸教室、剪定体験等 

回  数：１０回 

参加者数：延べ２３１人 

 

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。 

・電気自動車を相模原公園、津久井湖城山公園、恩賜箱根公園に配備（各１台） 

・ウッドチッパー（園内発生材のリサイクル）を大磯城山公園に配備（１台） 

・マイクロ水力発電装置を秦野戸川公園に設置（１台） 

・大磯城山公園に自走式薪割り機の配備（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。 

・各公園の防災備蓄食料の配備 

・大雪対策用の除雪機を恩賜箱根公園、津久井湖城山公園に配備（各１台） 

・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（平成 27年５月 18日） 

・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）（平成 27年６月 21日） 

 

（２）第三期指定管理新規提案推進事業 

ア 施設改修事業 

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。 

・保土ヶ谷公園管理事務所 

管理事務所の案内、情報発信機能の強化を図るため、管理事務所棟の一部改修に向けた準備を 

進めた。 

・相模原公園グリーンアーカイブス 

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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・辻堂海浜公園交通展示館 

館内をファミリー層が利用しやすい空間とするため、休憩スペースの改修や乳幼児向けの遊器 

具を配置した。 

  イ 作業効率向上事業 

    乗用芝刈り機等の大型器械を導入し、各公園で横断的に使用することにより、作業の効率化と 

   経費節減を図るための検討を行った。 

  ウ 環境・防災対策事業（再掲） 

 

（３）グリーンサポート事業 

  公園管理運営の質の向上を図るため、樹木や花卉の育成に関する専門家による公園調査、指導を 

行った。（指導員：内藤研二 活動状況：保土ヶ谷公園の樹木等の調査、指導） 

また、「PDCA チェックシステム」を実施し、当協会が独自に設定した管理運営計画や目標の達成 

度について職員自ら評価を行い、課題の改善や管理運営の質の向上に取組んだ。 

さらに、職員の接遇について利用者視点に立ったモニタリングを実施するための「公園モニター 

制度」の創設に向け検討を行った。 

 

（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：１４１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 28 年版の

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。 

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：１７回 

小冊子「境川遊水地の野鳥」の制作 境川遊水地において確認された野鳥の図鑑を制作し、境川

遊水地公園で有料頒布し、その魅力を広く発信した。 

価格：200 円 
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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） 
１７４,２５３ ９,９６７,３５０ 

軟式野球場 １時間１,０６０円 ２４,９０８ １,５６８,８００ 

少年野球場 １時間４７０円 ３４,６９９ ８４７,８８０ 

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 

３０,５１８ ４,８６０,０００ 

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 

６３,５０３ １１,５０７,４００ 

テニスコート １時間７００円 ５７,５５２ １４,６７０,６００ 

プール 入場料 

大人（中学生以上）３１０円 

小人（小学生以下）１１０円 

２７,３５６ ４,８８３,４３０ 

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 

３１,８８３ ４,０２６,６２０ 

計 ４４４,６７２ ５２,３３２,０８０ 

 

（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 ４,２４４ ２５７,５６０ 

多目的グラウン

ドＡ・Ｂ 
１時間 ３１０円 １５,９３５ ５７６,６００ 

計 ２０,１７９ ８３４,１６０ 
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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 

２０４,１６５ １０１,６０４,０５５ 

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 

５４,０７０ ５,０５７,８００ 

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 

１３３,５４１ １９,１５５,０６０ 

多目的広場 利用料金  

２時間単位 ６２０円 
２３,８９０ ３５０,３００ 

計 ４１５,６６６ １２６，１６７，２１５ 

 

（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 
１０,０８１ ３４３,１００ 

運動広場 利用料金 

２時間単位 ６２０円 
３４,０６４ ３３４,０００ 

計 ４４,１４５ ６７７,１００ 

 

（５）相模原公園 

施設名 料金体系 利用者数（人） 収入額（円） 

サカタのタネ 

グリーンハウス 

大人１００円 

中学生以下無料 

【熱帯温室・カクタスガーデン（２

階）のみ有料】 

１４９,２４３ １,４１３,０００ 
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（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 ６,１８０円 

 

 

宿泊利用 

   １，９７５ 

宿泊以外利用 

     ９４１ 

研修･トレーニング室

利用 

   １，８４７ 

屋外クライミング 

   ５，７１８ 

  

 

 

宿泊等利用 

  ４，３４５，３３３ 

研修室利用 

    １４１，６２７ 

屋外クライミング利用 

  １，５２６，３１７ 

 

計 １０，４８１ ６,０１３,２７７ 

 

（７）境川遊水地公園 

区分 単位 金額 利用者数（人） 使用料（円） 

少年野球場Ａ・Ｂ １時間 ４６０円 １７,１２２ ６９０,４６０ 

多目的グラウンド 
全面１時間 

半面１時間 

３００円 

１５０円 
１２,０２９ ２００,２５０ 

テニスコート １時間 ６９０円 １９,４３２ ６,１６０,３２０ 

計 ４８,５８３ ７,０５１,０３０ 

 ※境川遊水地公園の使用料は県に納入 
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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2015　夏をおくる 8月29日(土) 10,000人

ほどがや区民まつり 10月17日(土) 47,000人
第10回森のあそび 11月8日(日) 500人
ライトアップ＆イルミネーション2015
（イチョウ並木のライトアップ）

11月21日～12月9日 3,350人

ライトアップ＆イルミネーション2015
（噴水広場のイルミネーション）

11月21日～12月25日 5,620人

梅観賞ＷＥＥＫ＆梅まつり 2月14日 50人
マスターズ甲子園2015
神奈川大会決勝戦＆神奈川県民ホームラン王決定戦

1回 200人

芝生いきいきヨガ教室（青空ヨガ教室） 1回 100人
保土ヶ谷公園スポーツ祭り
第30回ママさんバレーボール大会

1回 480人

第48回日本女子ソフトボールリーグ神奈川大会
公式練習の無料公開

1回 100人

ノルディックウォーク体験会 1回 30人
横浜ＦＣ練習サポート＆公開 3回 500人
保土ヶ谷公園スポーツ祭り
第30回ママさんバドミントン大会

1回 74人

人工芝ふれあい体験 1回 1,200人
芝生ふれあいサッカー教室 2回 296人
ほどがやわくわくプレイパーク 3回 300人
岩崎中学校職業体験学習 1回 21人

桜丘高校 社会貢献活動園内清掃 1回 320人
桜高WEEK！ 1回 470人
四季彩のプロムナードイベント 2回 108人
保土ヶ谷公園フリーマーケット 8回 21,000人
高校野球写真展「保土ケ谷を熱くした球児たち」 1回 1,660人
第8回花とみどりのフォトコンテスト入賞作品展 1回 2,280人
桜高ＷＥＥＫ！（美術・書道・天文ギャラリー展示） 1回 1,980人
その他 6回 12,660人
アマチュア芝生管理教室 2回 40人
クリスマスリース作り教室 1回 29人
ミニ門松づくり教室 1回 16人
水辺の生きもの観察会 1回 30人

110,414人公園計

　　　保土ヶ谷公園

大規模イベント

地域活性化

その他

スポーツ・健康づくり

展示

 

 

 

　　　塚山公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

塚山公園さくら祭スケッチコンクール 4月1日～15日 211人

塚山公園さくら祭り「野点の会」 4月8日(水) 雨天中止
西逸見第二町内会草刈作業 2回 114人
よこすか開国祭　花火大会観賞会　　 8月1日(土) 100人
初日会 1月1日(金) 415人
山野草観察会 3回 85人
バードウォッチング 1回 34人

959人公園計

地域イベント

自然観察
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　　　秦野戸川公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

第１０回秦野戸川公園まつり 10月18日(日) 5,000人

チューリップフェア 4月10～12日 19,960人
2015 あじさいフェア 6月20・21日 1,800人
2015ひまわりフェア 8月1・2日 2,400人
風の吊り橋ライトアップ「八重桜」 4月18・19日 384人
風の吊り橋ライトアップ 11月28～12月31日 1,802人
七夕まつり 7月3～5日 400人
秦野丹沢まつり（山開き） 4月19日(日) 1,500人
第29回丹沢ボッカ駅伝競争大会 6月7日(日) 1,500人
水無川マラソン 12月6日(日) 3,800人
チューリップ掘り取りイベント 1回 500人
チューリップ植付けイベント 11月4～10日 182人
夏の川遊び体験～遊ぶ！学ぶ！体験！～ 1回 2,000人
田植え 1回 28人
公園風景画展 1回 750人
表丹沢写真コンクール作品展示 1回 182人
私の逸品写真展 1回 560人
Ｘｍａｓリース作り教室 1回 30人
おきな草ボランティア 1回 20人
お茶室の調べ「紅葉ミニコンサート」 1回 694人
夏休みこども工作教室 1回 16人
三館合同イベント 1回 29人

43,537人公園計

大規模イベント

自然体験

展示

その他

 

 

区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

もみじのライトアップ2015 11月25日(水) 6,700人

4月25日(土)
5月16日(土)
4月24日(金)
5月15日(金)

大磯ハワイアンフェスタ2015 10月12日(月) 200人
旧吉田茂邸庭園ガイド 土日祝日随時 1,554人
旧吉田茂邸で学ぶ日本庭園勉強会 2回 102人
茶道教室 8回 57人
高校部活動卒業お茶会への協力 1回 130人
春の茶会 1回 182人
絵画展　～旧吉田茂邸のバラを描く～ 1回 620人
盆栽展 1回 460人
西川道子絵画教室作品展 1回 800人
竹deおひなさま2015作品写真展 1回 740人
その他 1回 4,723人
おおいそ邸園コンサート 4回 400人
おおいそ野外アート展in旧吉田茂邸 1回 4,710人
公園で楽しむ写真教室 1回 23人
七賢堂特別開扉 2回 579人
秋のダイヤモンド富士 1回 60人
親と子による写生会 1回 22人
大磯オープンガーデン2015　コンテナガーデン教室 1回 13人
大磯城山公園ユニバーサルデー 1回 33人
竹細工教室 2回 95人
風と光と太極拳in城山 1回 50人

28,197人

庭園イベント

茶道イベント

その他

展示

公園計

5,140人
大磯オープンガーデン

城山マルシェ　～大磯オープンガーデン2015～
804人

大規模イベント

　　　大磯城山公園
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区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

第9回辻堂海浜公園　春の公園まつり 5月23・24日 28,000人

第9回辻堂かいひん盆踊り「辻の盆」 7月18・19日 22,000人
かいひんSUN-DAY  HUG ANIMALS! 3月20日・21日 3,000人
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2015 4月26日(日) 2,000人
かいひんSUN-DAY「ONE CALIFORNIA DAY」 5月30日(土) 20,000人
かいひんSUN-DAY 第４回集る！つながる！！家族まつり 10月17日(土) 13,000人
かいひんSUN-DAY Come Together～海への願い～ 10月31日・11月1日 4,200人
かいひんSUN-DAY 湘南ホビーフェスティバル2016  3月12日・13日 3,500人
アクアバルーンパーク 40回 13,548人
ウォーターパーク 11回 2,357人
ふわふわパーク 21回 4,093人
アクアビクス教室 7回 2,800人
うんどう教室 22回 223人
かいひんFRIENDS　スポーツ体験 2回 105人
かいひんFRIENDS　楽しく走ろう！公園ランニング初心者向けセミナー　 1回 5人
湘南ベルマーレ サッカーチャレンジコーナー 2回 585人
ユニバーサルカヌー体験 17回 4,753人
秋のカヌースクール 1回 38人
第10回辻堂海浜公園子ども駅伝大会 1回 427人
楽しいクラフト 19回 514人
かいひんFRIENDS　自転車オリジナルプレートを作ろう 1回 35人
その他 4回 328人
チリリンスクール(自転車交通安全教室） 1回 58人
交通公園　春の子ども塾　のりものﾓﾋﾞｰﾙをつくろう 1回 36人
交通公園　春の子ども塾　ロードローラーをつくろう 1回 50人
交通公園　春の子ども塾　自転車オリジナルプレートをつくろう 1回 52人
交通公園　春の子ども塾　鉄道模型展示 1回 2,505人
Aloha Time inジャンボプール 1回 300人
かいひんFRIENDS 4回 550人
ジャンボプールプレオープン 1回 401人
辻堂フリマピクニック 2回 10,500人
天体観察教室～天体写真をとろう～ 1回 21人
その他 2回 90人

140,074人

　　　辻堂海浜公園

その他

公園計

大規模イベント

アミューズメント

スポーツ
・健康づくり

クラフト

交通公園
イベント
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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

秋の里山公園まつり 11月29日(日) 18,000人
春の里山公園まつり 5月10日(日) 17,000人
畑の村まつり 9月22日(火) 1,700人
ちがさきジャンボリー2015 9月23日(水) 13,000人
ちがさきレインボーフェスティバル 11月15日(日) 28,000人
どんど焼き 1月14日(木) 380人
ラジオ体操 7月18日～8月30日 130人
竹の子まつり 4月12日(日) 5,000人
その他 7回 11,420人
おもちゃ病院にこにこ 11回 127人
かみしばいの時間 12回 1,224人
ママ＆キッズのリラックスタイム 3回 30人
環境工作 11回 296人
紙芝居パチパチ座 12回 513人
晴れた日はソーラークッキング 9回 1,670人
文教大 下寺尾官衙遺跡ツアー 1月31日(日) 15人
その他 14回 6,243人
自然観察会 15回 384人
竹の子掘り体験会 4月25日(土) 138人
里山クッキング 2回 17人
里山レストラン 9回 1,305人
七草がゆを食べよう 1月7日(木) 105人
吊るし鯉のぼり（折り紙）展示 4月15日(水) 300人
てるてる坊主を作ろう 6月6日(土) 65人
お正月飾りを作ろう 12月13日(日) 20人
その他 5回 7,854人

114,936人公園計

自然体験

県民企画によるイベント

食

その他

地域協働イベント

 

 

　　　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 公園まつり「新春ふれあいフェスタ」 1月31日(日) 2,017人

俣野ゴム堰と川の生き物観察会 1回 53人
ツバメのねぐら入り観察会 3回 105人
バードウォﾂチング入門 1回 12人
ビオトープ講座 2回 24人
ビオトープ管理活動 4回 31人
境川遊水地　貝化石掘り体験 1回 34人
その他 7回 162人
慶應義塾湘南藤沢中高等部　地学野外実習 1回 158人
藤沢市立六会中学校生徒の職場体験への協力 1回 4人
日本大学ボランティア論学外活動体験への協力 1回 3人
クラフト教室「境川の小石で壁飾り」 1回 16人
オギで編み細工 1回 6人
その他 4回 77人
相模凧特別展示会 2回 1,986人
境川遊水地情報センター特別展示会「写真展」　 1回 1,701人
その他 3回 7,226人
かなキャラ大集合　２０１５　参加による公園ＰＲ 1回 ━
平成２７年度　初心者向けテニス教室2016 1回 12人
境川遊水地歴史探訪会　 2回 29人
その他 3回 161人

13,817人公園計

自然観察

学校対応

クラフト

展示

その他

 

 



‐20‐ 

 

　　　恩賜箱根公園
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

「箱根庭さんぽ」公園ガイドツアー 5回 31人

ミュージアムリレー 1回 12人
茶席の会 3回 245人
野点 3回 226人
七夕飾り 1回 177人
冬の牡丹展示と仙石句会・箱根俳会による俳句の展示 1回 3,433人
鉢バラの展示と里親キャンペーン 1回 7,546人
花とみどりのフォトコンテスト入賞作品展 1回 2,466人

14,136人

歴史・文化体験

展示

公園計  

 

区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

オータムフラワーフェスティバル 10月17・18日 10,564人

スプリングフラワーフェスティバル 4月25・26日 19,564人
　レインボーピクニック 5月17日(日) 7,549人
新春フェア２０１６　第一弾 1月5日(火) 949人
新春フェア２０１６ 第二弾 1月7～11日 5,129人
第３2回　しょうぶまつり 6月14日(日) 9,800人
噴水広場ライトアップ　～真夏の夜のファンタジア～ 8月14～16日 1,100人
みどりの講座 4回 78人
園芸教室 6回 157人
園内ガイドツアー 20回 144人
ネイチャーゲーム 2回 244人
夏休みミニサボテン寄せ植え講習会 1回 26人
花LOVEセミナー「カラーサンドで楽しむインテリアグリーン講座」 1回 20人
花植え会 2回 162人
館長の温室ガイドツアー 19回 116人
自然観察会 10回 82人
親子いけばな教室 6回 143人
サカタのタネグリーンハウスリニューアル特別展
～spring parade２０１５～

1回 15,977人

サカタのタネグリーンハウスリニューアル特別
ハワイアンキルト展

1回 9,012人

特別展　トルコギキョウ展～Ｆｌｏｗｅｒ　party～ 1回 3,740人
特別展　秋のラン展 1回 9,399人
特別展　春のラン展 1回 2,813人
その他（「相模グリーンフォトクラブ」写真展等) 39回 204,072人
ノルディックウォーキング体験教室 1回 10人
ヤエイグリーンフェスタ 1回 95人
１６ｍｍフィルム上映 8回 628人
ゴールデンウィークスペシャル　フラメンコギター＆フラメンコ 1回 285人
サカタ食堂　～作って食べようレシピ集～ 1回 100人
ツリークライミング 10回 192人
ちびっ子水遊び広場 1回 3,000人
相模の大凧デモストレーション 1回 2,358人
その他 10回 1,079人

308,587人公園計

　　　相模原公園

大規模イベント

みどり普及イベント

展示

その他

 

 



‐21‐ 

 

　　　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２１回谷戸山公園まつり 11月22日(日) 4,000人

ネイチャーゲーム 3回 63人
ノルディックウォーキング体験（もちこみイベント） 1回 49人
親子で米作り隊 6回 333人
昆虫ウォッチング 1回 32人
定例自然観察会 13回 214人
その他 5回 82人
花植えたい 34回 175人
里山保全隊 12回 200人
夏の生活学校（もちこみイベント） 1回 74人
語りのまつり 1回 55人
石窯ピザ作り 1回 40人
その他 5回 2,062人

7,379人

自然観察・体験

ボランティア体験

その他

公園計  

 

　　　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26日(日) 3,600人

第39回あつぎ七沢森のまつり　前夜コンサート 11月2日(月) 100人
第39回　あつぎ七沢森のまつり 11月3日(火) 19,000人
自然観察会 13回 102人
森林セラピー体験ウォーク 9回 40人
ノルディックウォーキング体験 10回 50人
ツリークライミング体験会 1回 20人
カブトムシつかみどり体験 1回 24人
落葉かき体験と焼いもづくり＆シシ鍋イベント 1回 28人
森林セラピー効果測定 随時 2,965人
森林づくりボランティア 9回 158人
陶芸体験 28回 533人
楽焼体験 38回 448人
初心者陶芸教室 19回 338人
アトリエ講座 8回 184人
森のアトリエ陶芸サークル 68回 1,014人
オカリナ制作教室　　 12回 84人
木工教室 12回 168人
縄文土器創作講座 20回 236人
クラフト体験 随時 301人
その他 38回 161人
ｱﾙﾌﾟﾎﾙﾝ演奏 4回 156人
石窯を利用する野外クッキング 16回 218人
愛の森学園　清掃・資源ゴミ回収ボランティア 18回 75人
その他 57回 861人

30,864人

大規模イベント

クラフト

森林体験

その他

公園計  
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　　　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

ルピナスまつり 5月24日(日) 1,000人

収穫感謝祭 11月22日(日) 1,500人
第１８回津久井湖さくらまつり 4月4・5日 40,000人
第1回つくい湖湖上祭 11月22日(日) 10,000人
津久井湖城山イルミネーション 11月22日～12月25日 12,201人
いきものウォッチング 8回 47人
いきものがたり 2回 58人
ネイチャーゲーム 3回 28人
自然観察会 6回 93人
城山昆虫ふれあい講座 3回 100人
城山キャッスリング 4回 66人
津久井城ふるさと談義 1回 43人
第425回津久井城開城記念の日 6月28日(日) 55人
津久井城こどもの日 5月5日(火) 300人
津久井城まつり 3月6日(日) 500人
SKTボランティア研修会 1回 22人
花壇ボランティア 24回 274人
津久井城市民調査研修会 1回 30人
展示制作ボランティア 11回 90人
畑ボランティア 24回 286人
その他 3回 78人
うたうたげ 3回 334人
みんなおいでよ！公園であそぼ！ 2回 85人
第10回　もりの音楽会 1回 120人
第１２回もりのコンサート 1回 200人
津久井逸店昼市 1回 150人
2月の土日は竹細工 1回 307人
団体案内・ガイド 随時 1,786人
その他 6回 292人

70,045人公園計

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

星空観察と親子シャワークライミング 7月25日(土)～26日（日） 30人

県民スポーツ週間親子体験クライミング 10月12日（月） 45人
三館合同イベント「みんなで学ぶ、作る、登る」 2月13日(土) 29人

104人

883,049人

公園計

山岳スポーツ

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 241回 651

宮ヶ瀬ラボ（室内プログラム） １回/月 ９回 108

ガイドウォーク １回/月 ６回 37

室内プログラム「宮ヶ瀬ラボ」 毎週土曜、日曜、祝日 31回 537

屋外プログラム 随時 ７回 33

宮ヶ瀬の青い石　セラドン探検隊 平成27年7月25日 31

夜の森へ出かけよう 平成27年8月8日 38

水源の森へ行こう！ 平成27年10月31日 6

丹沢六木「御林帳」～大木マップを作ろう～ 平成27年11月14日 雨天のため中止 －

企画展「教えて！シカ博士」 平成27年4月1日 ～平成28年3月28日 －

企画展「スタッフの山行録」 平成27年4月1日 ～平成27年9月6日 －

企画展「丹沢大山国定公園50周年記念パネル展」 平成27年5月26日 ～平成27年8月30日 －
企画展「丹沢六木　自慢大会」 平成27年6月6日 ～平成28年2月28日 －

企画展「宮ヶ瀬の野鳥写真展」 平成27年10月24日～平成28年3月3日 －

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 71回 2,288

クラフト教室 土曜、日曜、祝日 2,468

鳥のブローチ作り 土曜、日曜、祝日 34

メールマガジン配信 １回/週 45回 605

6,836計

実施期日・回数

無料プログラム

自然教室

企画展・特別展

その他

受託事業

 

秦野ビジターセンター
区分 イベント 人数

丹沢トーク １回/月 12回 131

登山道トーク １回/月、および週末不定期 68回 187

無料プログラム 丹沢トーク 毎月第４土曜、および随時 67回 368

水無川でひろって体験！砥石作り 平成27年8月22日 23

はじめての地図とコンパス 平成27年10月2日 10

はじめての地図とコンパス（追加開催） 平成27年10月3日 22
ミニ登山隊しゅっぱ～つ！ 平成27年12月13日 雨天のため中止 －

特別展「初夏の丹沢」 平成27年5月23日～7月5日 －
企画展「そうなんだ！丹沢の野鳥」 平成27年7月11日～9月13日 －
企画展「丹沢の今と昔」第２弾 平成27年9月19日～11月15日 －

特別展『舘野鴻　原画展　～森のおそうじ屋「しでむし」の
世界～』

平成27年11月21日～平成28年１月11日 －

企画展「丹沢見どころ紹介」～スタッフの山行の記録から

～
平成28年1月16日～3月31日 －

その他
団体対応（見学・展示解説・スライド・　野外自然体験・講

師派遣など）
随時 62回 1,991

登山者カード呼びかけ 23回 2,825

5,557

実施期日・回数

自然教室

企画展・特別展

計

受託事業

 

西丹沢自然教室

区分 イベント 人数

西丹トーク(室内） １回/月 12回 44

西丹トーク(野外） １回/月 12回 39

無料プログラム 西丹トーク 随時 500

西丹沢でステップアップスマート登山を手に入れろ 平成27年９月６日 19

冬の登山道でセルフレスキュー 平成27年12月6日 25

冬の登山道でセルフレスキュー（追加開催） 平成27年12月13日 16

てくてくと西丹沢でジオ巡り 平成28年3月26日 23

『西丹沢のブナ林・西丹沢の沢』 平成27年6月15日～平成28年3月31日 －

企画展『秋の玄倉渓谷』 平成27年9月26日～12月10日 －

企画展『冬の玄倉渓谷』 平成27年12月11日～平成28年2月29日 －

企画展『春の玄倉渓谷』 平成28年 3月 1日～ 3月31日 －

その他
団体対応（見学・展示解説・スライド・　野外自然体験・講
師派遣など）

随時 1回 48

登山者カード呼びかけ 毎日 15,909

16,623

実施期日・回数

受託事業

自然教室

企画展・特別展

計  
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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 

       

 

    

ルピナスまつり（津久井湖城山公園） 春の里山公園まつり（茅ケ崎里山公園） 

スプリングフラワーフェスティバル（相模原公園）    イチョウ並木のライトアップ（保土ヶ谷公園） 

親子で米作り隊（座間谷戸山公園） 

夏の川遊び体験（秦野戸川公園） 

ツバメのねぐら入り観察会（境川遊水地公園） 

冬のバードウォッチング（塚山公園） 
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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 

 

 

 

 

 

 

                        

森林セラピー体験ウォーク（七沢森林公園） 

団体対応 大学生を対象としたレクチャー 

（秦野 VC） 
企画展「教えてシカ博士」 

（宮ヶ瀬 VC） 

かいひん FRIENDSスポーツ体験 

サッカーキックターゲット（辻堂海浜公園） 
芝生いきいきヨガ教室（保土ヶ谷公園） 

竹細工教室 竹 deおひなさま（大磯城山公園） アトリエ講座 時計作り（七沢森林公園）    

ボディチェッカーによる森林セラピー効果測定 

（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 

８公園（保土ヶ谷公園、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）の有料駐車場の運営を行った。 

 また、新たに保土ヶ谷公園、秦野戸川公園、茅ケ崎里山公園、相模原公園の駐車場の機械化を図 

るなど、効率的な運営に取組んだ。 

 なお、県の施策である緑化協力金事業への協力方法については、「寄付金方式」から「預り金方式」 

に変更した。 

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 

１５１,１０８台 

８２,２７１,９００円 

秦野戸川公園 

年末年始を除き毎日

有料、（7月 21日～8

月 31日の平日は休日

料金） 

入場時刻より 30分以内無料 

休日の 2時間未満 

大型 620円 普通 310円 

2時間を超え 10時間未満 

大型 820円 普通 520円 

10時間以上 

大型 1,660円普通 1,040円 

平日の 2時間未満 

 大型 300円 普通 100円 

 2時間を超え 10時間未満 

 大型 400円 普通 200円 

 10時間以上 

 大型 800円 普通 400円 

二輪 無料 

大型   10台 

普通  302台 

５７,９６２台 

１６,２５２,１７０円 

大磯城山公園 

年末年始を除く土日

祝日が有料 

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 

（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 

１６,１８０台 

２,５４１,１４０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 

３５０,８２６台 

１９７,２４２,０３０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) 

大型   9台 

普通   62台 

二輪  10台 

５７,２６２台 

２５,３９９,４３０円 

相模原公園 

 

休日の 2時間未満 

大型 1,000円 普通 300円 

 2時間を超え 3時間未満 

大型 1,500円 普通 450円 

3時間以上 

大型 2,000円 普通 600円 

平日の 2時間未満 

 大型 300円 普通 100円 

 2時間を超え 3時間未満 

 大型 450円 普通 150円 

 3時間以上 

 大型 600円 普通 200円 

二輪 無料 

普通  290台 
９２,９７９台 

１７,３２２,２３０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 

８,６１９台 

４,３６３,１４０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 

３８,１４５台 

１１,２２８,０５０円 

計 
     ７７３,０８１台 

 ３５６,６２０,０９０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。 

なお、平成２７年５月６日以降、大涌谷の火山ガスの影響により、大涌谷園地駐車場及び大涌谷バ 

ス専用駐車場は閉場しており、早期再開に向け、園地事業者と連携を図り、周辺の火山ガス濃度を計 

測するための観測システムの設置と計測、避難体制の構築、さらには関係各所へ再開を働きかけるな 

ど、様々な取組みを行った。 

 

 



‐28‐ 

 

施設名 駐車場料金 駐車台数 台数/収入額 

大涌谷園地駐車場 1回制 

大型 1,550円 

普通  520円 

大型   12台 

普通  112台 

２４,３６８台 

１４,１９０,０２０円 

大涌谷バス専用 

駐車場 

１回制 

大型 1,550円 
大型  14台 

２,４１８台 

３,７４７,９００円 

計 
２６,７８６台 

１７,９３７,９２０円 

 

２ 自動販売機事業 

  指定管理を受けている公園において、利用者の利便性とサービスの向上を図るため、自動販売機 

の管理運営を行った。 

公園名 設置数 収入額 

保土ヶ谷公園 １９台 ７,２１４,６６６円 

塚山公園 ２台 １２３,０４５円 

秦野戸川公園 ７台 ２,４１６,４１９円 

大磯城山公園 ４台 ７６５,３８５円 

辻堂海浜公園・ 

湘南汐見台公園 

３５台 

（辻 32台・汐 3台） 
１５,９４４,１０５円 

茅ヶ崎里山公園 １５台 ５,２９０,２８１円 

境川遊水地公園 ５台 ３,０６１,８４５円 

恩賜箱根公園 ３台 １,１７０,０８７円 

相模原公園 ７台 ４,１０１,５３６円 

座間谷戸山公園 ６台 ２,６２３,５８５円 

七沢森林公園 ９台 １,７１０,５５１円 

津久井湖城山公園 ２台 ９９９,６１０円 

収入計 ４５,４２１,１１５円 
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３ 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 ２,２０６,６８５円 

オートテニス（直営） ２台 
１,２４８,７００円 

【利用者数６,１５５人】 

軽飲食店 １店舗 １，２６９,７５５円 

秦野戸川公園 
バーベキュー １施設 

５,８４７,７５０円 

【利用者数１５,２２０人】 

茶室（直営） １施設 
５,５４４,２４０円 

【利用者数２０,９６３人】 

大磯城山公園 
茶室（直営） １施設 

２,５７８,０３０円 

【利用者数 ８,５６８人】 

辻堂海浜公園・ 

湘南汐見台公園 

売店 １店舗 ８５１,７２４円 

プール臨時売店 ７店舗 ９,４０７,２３３円 

軽飲食店 １店舗 ２,２９０,５１３円 

シャワー・ロッカー 

(プール公衆電話含む) 
３施設 １０,５０４,４００円 

茅ケ崎里山公園 バーベキュー １施設 
１２,８０３,２９７円 

【利用者数１４，９３０人】 

境川遊水地公園 シャワー １施設        ５６,１００円 

恩賜箱根公園 
茶処（直営） １施設 

２,７８２,９８０円 

【利用者数 ５，１１７人】 

相模原公園 

（サカタのタネグリー

ンハウスを含む） 

売店 １店舗 ５４４,９１２円 

軽飲食店 １施設 ７８１,１１１円 

軽喫茶 １施設 ２４２,４７８円 

七沢森林公園 
バーベキュー 1施設 

１５,６７７,４２７円 

【利用者数１６，２１９人】 

陶芸教室（直営） 1施設 
２,０３８,１００円 

【利用者数 ５６９人】 

津久井湖城山公園 
バーベキュー １施設 

６,５５１,９６６円 

【利用者数６，０１８人】 

収入計 ８３,２２７,４０１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 27年 6月 26日 かながわ労働

プラザ４階 

第３会議室 

報告事項 

・平成 26年度事業報告について 

・大涌谷周辺の火山活動の状況について 

決議事項 

・平成 26 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 

・評議員の選任について 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

 

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 27年 6月 4日 かながわ労働 

プラザ４階 

第３会議室 

決議事項 

・平成 26 年度事業報告及び事業報告の附属

明細書について 

・平成 26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 

・定時評議員会の開催について 

報告事項 

・大涌谷周辺の火山活動の状況について 

・理事長及び専務理事の職務の執行状況に 

ついて 

第１回臨時 

理事会 

平成 27年６月 26日 かながわ労働 

プラザ４階 

第３会議室 

決議事項 

・理事長の選定について 

・専務理事の選定について 

第２回臨時 

理事会 

平成 27年 11月 27日 県立相模原 

公園研修室 

決議事項 

・平成 27年度事業計画の変更及び補正予 

算について 

・マイナンバー制度導入に伴う個人情報保護 

規程の一部改正について 

報告事項 

・大涌谷の状況について 

・神奈川県立ビジターセンターの指定管理者 

制度の導入について 

・理事長及び専務理事の職務の執行状況 

について 
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区分 開催年月日 開催場所 決議事項等 

第２回定例 

理事会 

平成 28年 3月 17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 28年度事業計画について 

・平成 28年度収支予算等について 

・一般財団法人神奈川県市街地整備支援セ 

ンターの解散に伴う残余財産の譲受けに 

ついて 

・事務局長の選任について 

報告事項 

・大涌谷の状況について 

・県立ビジターセンターの指定管理者への 

応募について 

・理事長及び専務理事の職務の執行状況に 

ついて 
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参考資料 

区　分 前年対比

利用者数 760,618 人 756,214 人 100.6%

（内イベント参加者数） 110,414 人 118,584 人 93.1%

利用者数 39,221 人 52,391 人 74.9%

（内イベント参加者数） 959 人 565 人 169.7%

利用者数 575,920 人 664,530 人 86.7%

（内イベント参加者数） 43,537 人 44,884 人 97.0%

利用者数 337,032 人 324,260 人 103.9%

（内イベント参加者数） 28,197 人 24,110 人 117.0%

利用者数 1,812,004 人 1,671,028 人 108.4%

（内イベント参加者数） 140,074 人 126,047 人 111.1%

利用者数 559,222 人 529,360 人 105.6%

（内イベント参加者数） 114,936 人 100,339 人 114.5%

利用者数 247,640 人 239,165 人 103.5%

（内イベント参加者数） 13,817 人 5,650 人 244.5%

利用者数 309,502 人 414,649 人 74.6%

（内イベント参加者数） 14,136 人 36,576 人 38.6%

利用者数 764,820 人 718,530 人 106.4%

（内イベント参加者数） 308,587 人 204,956 人 150.6%

利用者数 438,088 人 428,253 人 102.3%

（内イベント参加者数） 7,379 人 6,240 人 118.3%

利用者数 253,249 人 245,502 人 103.2%

（内イベント参加者数） 30,864 人 31,823 人 97.0%

利用者数 436,583 人 419,263 人 104.1%

（内イベント参加者数） 70,045 人 49,028 人 142.9%

利用者数（有料施設利用者数） 10,481 人 11,380 人 92.1%

（内イベント参加者数） 104 人 67 人 155.2%

利用者数 6,539,976 人 6,474,525 人 101.0%

（内イベント参加者数） 883,049 人 748,869 人 117.9%

利用者数 88,881 人 79,871 人 111.3%

（内イベント参加者数） 6,836 人 7,963 人 85.8%

利用者数 107,719 人 112,435 人 95.8%

（内イベント参加者数） 5,557 人 7,316 人 76.0%

利用者数 90,911 人 96,979 人 93.7%

（内イベント参加者数） 16,623 人 13,424 人 123.8%

利用者数 287,511 人 289,285 人 99.4%

（内イベント参加者数） 29,016 人 28,703 人 101.1%

利用者数 6,827,487 人 6,763,810 人 100.9%

（内イベント参加者数） 912,065 人 777,572 人 117.3%
総     計

七沢森林公園

津久井湖城山公園

山岳スポーツセンター

合  計

自然公園

宮ケ瀬ビジターセンター

秦野ビジターセンター

西丹沢自然教室

合   計

茅ケ崎里山公園

境川遊水地公園

恩賜箱根公園

相模原公園

座間谷戸山公園

平成２7年度の公園利用者数とイベント参加者数

実施場所 平成27年度 平成26年度

都市公園

保土ヶ谷公園

塚山公園

秦野戸川公園

大磯城山公園

辻堂海浜公園・交通公園
・湘南汐見台公園

 
※平成 27年度に管理運営を行っていない葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地、相模三川公園、丹沢湖ビ 

 ジターセンター、陣馬自然公園センターの利用者数及びイベント参加者数を除いた数値 

※ 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


