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令和元年度事業報告 

 

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（令和２年３月３１日現在） 

役職名 氏 名 現 職 等 

評議員 有路  信 一般社団法人日本公園緑地協会会長 

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 元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 元神奈川県企業庁長 

 

（２）役員（令和２年３月３１日現在） 

役職名 氏 名 現 職 等 

理事長 平野 浩一 （専任） 

専務理事 井立 雅之 （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 長田  誠 
元財団法人シルクセンター国際貿易観光会館 

専務理事 

理 事 羽澄 俊裕 元東京農工大学農学部地域生態システム学科特任教授 

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（令和２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、 

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    １  １   １ 

総務企画課    ３  ３  １  ４ 

経 営 課    ２  ２  １  ３ 

公 園 課    ８  ８   １  ９ 

計   １４ １４  ３ １７ 

都市公園関係施設   ３８ ３８ ３２ ７０ 

自然公園関係施設    ６  ６  ５ １１ 

計   ４４ ４４ ３７ ８１ 

合計 ２ ５８ ６０ ４０ １００ 
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Ⅱ 事業の執行 
本年度は、５月の改元で令和を迎え、10月には消費税率アップに伴い、県との協議を経て駐車場や

有料施設等の料金改定を行った。 

県立ビジターセンター第二期指定管理の応募については着実な準備を行い、面接審査を経て指定管

理者として選定された。 

さらに、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催を控え、イベント開催などを

通じ機運醸成に努めたほか、協会の「SDGs 宣言」に基づき、持続可能な社会の実現に寄与する公園管

理に取り組むなど、公益性の向上を図った。 

また、令和元年５月 19日に気象庁が箱根山火山の噴火警戒レベルを引き上げたことに伴い、大涌谷

園地は立入規制が行われ、同年 11月 14日まで大涌谷駐車場及び大涌谷バス専用駐車場を閉場したほ

か、年度末には新型コロナウイルス感染症拡大を受け、公園内利用施設の一部利用休止もあったが、

関係各所と連携を図りながら適切に対応した。 
 
【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 県立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、サカタのタネグリーンサービス（株）、（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、施設の適切な管理運営を行った。 

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イベントや

健康づくり教室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

ボール協会等が主催する大会のサポートを行った。また、東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック競技大会の機運醸成やパラスポーツの普及啓発を目的とし、競技団体や福祉施設等と連

携した「ほどパラフェスタ」を開催した。運動施設の利用促進を図るため、体育館の夜間利用

やテニスコートの早朝利用に対応するとともに、閉場期のプール施設を有効活用し、近隣保育

園等の参加による「プールのヤゴ救出体験」イベントを開催した。 

また、企業の CSR活動と協働した園内における花壇づくりや、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。 

 本公園の広域避難場所、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、防災備蓄

品を充実したほか、神奈川県高等学校野球連盟等との連携による高校野球大会時の発災を想定

した防災訓練や、東京 2020 オリンピック競技大会サッカー競技の公式練習会場として、公開

練習中の発災を想定した避難訓練を保土ケ谷消防署と連携して実施した。 

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  
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イ 県立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、サクラ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り組んだ。  

また、地域ボランティアと協働した花壇管理や観音崎自然博物館と連携した自然観察会や、

横須賀市逸見観光協会が主催する「塚山公園さくら祭」において、近隣小学校が作成したボン

ボリの飾りつけや夜ざくら会等を開催した。 

さらに、三浦按針ゆかりの地としての由来をホームページやパンフレットで紹介するととも

に、サクラの開花状況をライブカメラで配信するなど、情報発信に取り組んだ。 

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 県立秦野戸川公園・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、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、「秦野丹沢ま

つり」など地元と連携したイベントの開催や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

り組むとともに、チューリップフェア開催時期等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。 

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   

山岳スポーツセンター敷地面積：６,４３０ ㎡ 

 

エ 県立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」における邸園文化体験教室の開催、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。 

旧吉田茂邸地区においては、引き続き、大磯ガイド協会と連携したガイドツアーや大磯の

歴史探訪イベントを行ったほか、旧吉田茂邸から明治記念大磯邸園等を巡るツアーを開催し

た。本地区の管理運営にあたっては、日本庭園の景観復元を目指すため、専門家の助言を受

けながら共同事業者とともに高水準な庭園管理に取り組んだ。 



‐6‐ 

また、「おおいそオープンガーデンホーム運営委員会」の一員として、大磯町が取り組む「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 2019」を開催するなど、公園

の利用促進と観光拠点化を進めた。 

管理面積：１０ｈａ 

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 県立辻堂海浜公園・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

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。 

 また、「辻の盆」等の大規模イベントに加え、県と協働で「アウトドア活動・マリン＆ファ

ミリースポーツフェア 2019」を開催するとともに、おやこボール遊び教室や高齢者向けの「や

さしいうんどう教室」等の健康増進プログラムを実施するなど、地域連携と利用促進の充実

に取り組んだ。 

さらに、地域の人材や資源を活用した「かいひんＳＵＮ-ＤＡＹ事業」の一環として、神奈

川メディアネットワークとの共催により、楽しみながら防災について学べるイベント「ＳＨ

ＯＮＡＮ ＡＵＴＵＭ ＦＥＳ」を開催したほか、閉場時のジャンボプールにおける取り組

みとして、地元消防署及び警察署と連携した水難救助訓練を実施した。 

交通公園においては、県警が導入した交通安全教育車を使用した交通安全教室の開催や、

トイレの快適性の向上を図るなど、ファミリー層の利用促進とサービス向上に取り組んだ。 

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 ゆうぎ広場  

 

カ 県立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、

「茅ケ崎里山公園の利用・整備・管理の方針」に基づく生き物に配慮した維持管理を行うとと

もに、自然とのふれあいの場として、自然観察会を実施するほか、小中学校の環境学習や職場

体験、高校生のインターンシップ、教員研修の受入れなど、地域の教育機関への協力を行った。 

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「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」のほか、茅ケ崎里山地域連絡協議会、茅ケ崎里山公園倶

楽部からなる実行委員会で運営している「公園まつり」では、新たに、「パンまつり」「フリー

マーケット」、2市 1町の福祉団体が集う「福祉バザール」を実施した。 

また、「かながわ未病改善宣言」及び「ともに生きる社会かながわ憲章」に賛同し、地域福

祉施設と協働で、地域障がい者の社会参加につながる「スタンプラリーづくり」に取り組んだ。 

さらに、「農と食」をテーマとし、畑の村において近隣小中学校との協働による「里山学校

（農体験）」を実施するとともに、地元野菜を使ったバーベキュー場の運営やパークセンター
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内の喫茶・軽食コーナー「キッチンさとやま」を「茅ケ崎里山地域連絡協議会」と連携し運営

を行った。 

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 県立境川遊水地公園の管理運営 

遊水地公園としての機能・役割を踏まえ、水防時の緊急警戒配備を着実に実施するととも 

に、適切な維持管理による遊水地機能の確保や利用者の安全確保に努め、遊水地の役割や水 

害対策等について普及啓発を行った。 

 また、水辺の自然豊かなビオトープを適正に管理・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、少年野球場やテニスコートの適切な管理運営を行うとともに、多

目的グラウンドにおいて「グラウンド・ゴルフ教室」を開催するなど、利用促進を図った。 

 令和元年 7月 20 日に開園した今田遊水地の適正な管理運営を行った。 

管理面積：２６.１ｈａ 

管理施設：境川遊水地情報センター 今田管理センター 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 県立恩賜箱根公園の管理運営 

共同事業者である(株)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、弁天の鼻

展望台からの眺望確保のため、県土木事務所の協力を得て高木伐採を行ったほか、本公園の

特徴である和風庭園の適切な維持管理を行った。 

また、湖畔展望館内外において、「バラの展示」や新たに「ざる菊」等の展示を実施したほ

か、和の文化を伝える「体験：こけしづくり」、「和服の展示」など、本公園の魅力を体験で

きる場の提供に取り組んだ。 

さらに、令和元年 5月に国から庭園間交流連携促進計画登録制度(ガーデンツーリズム登録

制度)の第 1回登録を受けた「皇室ゆかりの公園」として、「沼津御用邸記念公園」をはじめ、

静岡県東部の 3公園と連携し、広報やイベントの開催、回遊性を高めるスタンプラリーを実

施するなど、さらなる利用促進に取り組んだ。 

管理面積：１５.９ｈａ 

管理施設：湖畔展望館 休憩所 展望台 塔の鼻広場 

 

ケ 県立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、サカタのタネグリーンサービス（株）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り組み、一層の利用促進を図った。フランス式

庭園については、芝生の緑に花々が映える美しい庭園の管理に取り組んだほか、水無月園の管

理については、地元業者に専門的業務の一部を委託し、花菖蒲の更なる魅力向上を図った。 

また、「サカタのタネグリーンハウス」おいて、館長によるガイドツアーを行ったほか、館

内の無料区域においては、サカタのタネオリジナル品種による「トルコギキョウ展」や「ラン

展」の開催、また市民ギャラリーの運営等、一層のサービス向上と利用促進に取り組んだ。 
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さらに、平成 29年 10月にオープンした「グリーンアーカイブス」において、県内の都市公

園や都市緑化に関する資料の収集・展示を行うなど、都市緑化植物園としての機能向上に取り

組んだ。 

今年度は開園 40周年にあたり、公園の歩みをまとめた映像の作成や、記念の寄せ植えコン

テスト等を行い、緑化普及や公園 PRの取組みを推進した。 

      管理面積：２６．０ｈａ 

      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 

 

コ 県立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

林地づくりに取り組んだ。 

七沢温泉郷地域が県内初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。 

また、地元の七沢観光協会と連携し「第 43 回あつぎ七沢森のまつり」を開催するとともに、

休日等における有料駐車場利用者や陶芸教室等の参加者に七沢温泉郷の割引入浴券を配布す

るなど、七沢地域と連携した活性化の取り組みを行った。加えて、「あつぎ七沢森のまつり」

の開催に合わせ、公園のシンボルである「森のかけはし」のライトアップを行うなど、公園

の魅力を発信し、さらなる利用促進に取り組んだ。 

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 森のかけはし 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 県立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」の開催及びホタルや植物等動植物の保全・モニタリング調査を 

実施した。 

また、ボランティアによる雑木林の維持管理、アライグマをはじめとした外来生物の防除、 

植物解説板の設置等により、自然環境保全とさらなる普及啓発、利用促進に努めた。 

さらに、「谷戸山公園まつり」、「親子で米作り隊」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、気軽に行えるノルディック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 湿生生態園 わきみず

の谷 伝説の丘 昆虫の森 森の学校 観察林 野鳥の原っぱ 広場 

 

シ 県立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ほか、QRコードを利用したスマートフォン

ユーザー向け歴史体感プログラムの提供や歴史ガイドブックの頒布、パシフィコ横浜で行われた

展示会「お城 EXPO」への関係各所と連携した出展を行うなど、公園の歴史資源の活用を図る取組

みを行った。 
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また、ボランティア団体や地域との協働による収穫感謝祭の開催、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するなど、一層の利用促進と自然環境保全の取組みを行

った。 

地元の観光協会や商工会と連携したルピナスまつりの開催や、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。 

さらに、夏季の水遊び場の設置やスタンプラリーの開設のほか、パークセンターで行っていた

百人一首やすごろく等の屋内昔遊びを、研修棟でも楽しめるようにするなど、新たな子ども向け

利用促進方策を実施した。 

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 

県立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） 

県立境川遊水地公園 

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、今田管理センターにお

ける学習室利用受付等に関する業務   

 

（３）大磯町立郷土資料館敷地・旧吉田茂邸敷地の管理   

    大磯町郷土資料館及び旧吉田茂邸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  郷土資料館５,０９８㎡、旧吉田茂邸１,３３７㎡ 

 

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 

    平成 29年度から指定管理者制度に移行した自然公園ビジターセンター２施設の適正な管理運営 

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。 

また、令和２年度から始まる第二期指定管理の指定管理者として選定された。 

 

ア 県立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、地元警察と共に登山者カード提出の呼びかけを行うとともに、登山団体との山岳情報

の共有や登山者遭難救助連絡会の一員として特別講座を開催するなど、地域と連携した安全登

山の普及啓発を行った。 
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さらに、公園を訪れる家族連れや登山者など利用者向けの企画展示や自然体験教室を実施し

たほか、秦野戸川公園・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。さら

には、東丹沢地域において、自然体験教室や情報収集業務を実施した。 

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） 

 

イ 県立西丹沢ビジターセンターの管理運営 

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、西丹沢地域における登山情報 

やツツジ、紅葉等の自然情報の収集・提供や自然体験教室を開催した。 

さらに、山岳遭難に関する「ヒヤリハット集」の掲示、登山者カード提出の呼びかけに加え、 

登山中の怪我に対応するためのテーピング講座を開催するなど、安全登山の普及啓発を行った。 

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実施した。 

ア 自然、クラフト等体験活動事業 

    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。 

また、相模原公園の開園 40周年記念事業として、寄植えコンテスト等を開催した。（再掲） 

 

イ 健康、福祉等推進事業 

  （ア）未病を治す取組事業及びスポーツ教室事業 

公園の施設を活用した未病を治す取り組みとして、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、公益社団法人か 

ながわデザイン機構や特定非営利活動法人 HONKI University 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：12回開催（全 15回開催予定の内、雨天中止３回） 

      ・参加者数：延べ 1,704 人 

（ウ）「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の参画プログラム認証団体としての実

施事業 

平成 29年度に東京 2020参画プログラムの主体登録を行い、認証されたことから、スポーツ・

健康分野の「東京 2020参画プログラム」として次のとおりイベントを開催した。 

・座間谷戸山公園 ノルディックウォーキング教室 

参加者：23 人 



‐11‐ 

・西丹沢ビジターセンター 登山に役立つテーピング講座 

参加者：11 人 

   （エ）アウトドアフィットネス事業 

地域の自然資源である公園のオープンスペース等を活用し、健康増進や地域活性をはかる

ため、「アウトドアフィットネス事業」を新たに開催した。 

・保土ヶ谷公園 青空ヨガ 

参加者：15名 

・大磯城山公園 Parkヨガ 

参加者：4名 

・辻堂海浜公園 パークヨガ及び BEACHランニング 

参加者：27名 

・茅ケ崎里山公園 親子ヨガ教室 

参加者：12組 

・相模原公園 Park ヨガ及びノルディックウォーキング 

参加者：24名 

 

４ 自然公園普及事業 

（１）自然、クラフト等体験活動事業 

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、自然体験 

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 

  ア 大涌谷インフォメーションセンター運営事業 

併設する「箱根ジオミュージアム」と連携し、大涌谷をはじめとする箱根地域の自然、歴史、 

見どころ等の情報を収集し、公開するなど、情報発信拠点として適切な運営を行った。 

イ 自然に親しむ運動事業 

環境省、神奈川県、箱根町、（一財）自然公園財団箱根支部、当協会で組織する「箱根地域自

然に親しむ運動実行委員会」の一員として、次のとおり自然に親しむ運動事業を実施した。 

事 業 名 開催日 開催場所 参加人数 

箱根 新緑のブナ林を訪

ねて ～屏風山を歩く～ 
令和元年 5月 25日 恩賜箱根公園～屏風山 18人 

箱根の冬鳥観察会 令和元年 11月 29日 箱根ビジターセンター周辺 17人 

  ウ 大涌谷周辺の交通調査の実施 

 神奈川県、箱根町、交通事業者と連携し、大涌谷周辺道路の渋滞調査及びロープウェイやバス

等の利用状況調査を実施した。 

 

（３）丹沢地域自然環境保全推進事業 

丹沢大山自然再生委員会が横浜市内で行った普及啓発イベントや、丹沢での植樹活動等に協力 

した。 

また、「丹沢大山クリーンピア 21」の取り組みとして、ビジターセンターでゴミの持ち帰りの 

普及啓発を行うとともに、丹沢の美化活動に参加した。 
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５ みどり推進事業 

（１）都市緑化普及啓発事業 

ア グリーンエンジョイ開催事業 

事業名 開催日 参加人数 内 容 

グリーンエンジョ

イ 2019 

～花と緑の先進事

例視察研修～ 

令和元年 

9 月 24日 

  

47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、国営武蔵丘陵森林公園及び巾着田の視察研

修を行った。 

 

イ 地域緑化推進事業 

   （ア）地域緑化活動支援事業 

県内４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、県民自らの緑化活動を支援するため、緑化活動を行う地域の市民団体や社会福祉施設

等の内、応募のあった 66 団体に対して、花苗 4,400 株を配布した。 

（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 44品種約 3万 5千株の花苗

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。 

また、引き続き、県内の学校・企業等において植樹する「どんぐりの苗木」の生産管理を福 

     祉施設と連携して行い、約４万本を出荷した。 

   （ウ）市街地緑化啓発事業 

      ガーデンネックレス横浜（事務局：横浜市）の開催に合わせ、神奈川県、横浜市、日本ハ

ンギングバスケット協会神奈川支部と協力し、神奈川県庁のフェンス及び正面玄関をハンギ

ングバスケットで彩るなど、市街地における緑化啓発に取り組んだ。 

   （エ）SDGs 普及イベント事業 

      広く SDGsを普及させるため、県内で SDGs 達成に取り組む企業、大学、行政の活動発表の

ほか、ヨガ教室や地元名産の販売等を行うイベントを令和元年 10月 20日に七沢森林公園に

て開催し約 800名の参加があった。 

（オ）フォトコンテスト事業 

         県立都市公園及び自然公園を対象とした「花とみどりのフォトコンテスト」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。 

また、本年度から全ての県立都市公園を撮影対象として、事業の充実を図った。 

    ■花とみどりのフォトコンテスト 

作品募集期間：令和元年６月 24日～９月 2 日 

     応募人数：199 人 

     応募点数：643 点（ カメラ部門：610点、スマホ部門：33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 12点、特別賞 11点、 

ジュニア賞１点、スマホ部門大賞１点、スマホテーマ賞５点、スマホジュニア 

賞１点を選考 
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■花とみどりのフォトコンテスト入賞作品展 

保土ヶ谷公園、相模原公園、茅ケ崎里山公園 等９公園 

（令和元年 10月 31日～令和２年３月２日） 

※３月３日以降に予定していた辻堂海浜公園、恩賜箱根公園、座間谷戸山公園は新型コロナウ

イルス感染症拡大防止による施設利用中止に伴い中止。 

 

（２）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り組んだ。 

  ア グリーンアーカイブス＆緑の相談所事業 

    平成 29年 10月に「公園ナビステーション（緑の相談コーナー）」内にオープンした「グリーン

アーカイブス」において、県内の都市公園や都市緑化に関する資料を収集・保存を行うとともに、

その資料や図書を自由に閲覧できる「みどりの図書室」を併設し、県民や団体等の都市緑化を担

う活動を支援するための情報発信拠点として機能充実を図った。 

    また、引き続き、「公園ナビステーション」においては、園内や周辺施設のイベント情報等を提

供し、「みどりの相談コーナー」においては、専門知識を有する職員等が造園や園芸のほか、みど

りに関する相談について適切に対応した。 

 

  イ みどりのまちづくり推進講座開催事業 

講座名 開催日 参加人数 開催場所 内 容 

「ペットボトルプ

ランターづくり」 

令和元年 

9月 23日 

17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：17回 

参加者数：延べ 408 人 

 

６ 公益推進事業 

（１） 環境・防災対策事業 

ア 環境対策活動資機材の活用 

平成 28年度までに配備した電気自動車、堆肥化施設の活用や移動式炭焼き窯を有効に活用し、

環境負荷の軽減や資源循環型管理の推進に取り組んだ。 

 

イ 防災備蓄品の補完・充実と地域と連携した避難訓練の実施 

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。 

・防災備蓄食料等の配備（各公園、ビジターセンター） 

・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（令和 2年 1月 16日） 
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・保土ヶ谷公園硬式野球場における、高校野球大会時の発災を想定した防災訓練の実施 

（県高野連、審判員、高校生等が参加）（令和元年 6月 23日） 

・東京 2020 オリンピック競技大会サッカー競技の公式練習会場として、保土ケ谷公園サッカー場

における公開練習中の発災を想定した避難訓練を保土ケ谷消防署と連携して実施した。（令和元

年 5月 24日） 

・藤沢市の防災訓練に合わせ、辻堂海浜公園で開催された「辻堂ローカルマーケット」の主催者、

出展者及び公園利用者の参加による津波対策避難行動訓練を実施した。（令和元年 11 月 10日） 

 

（２）次期指定管理準備事業 

   県立都市公園第四期指定管理応募については、第三期指定管理期間が２年延長されたことにより、

応募スケジュールの変更を行うとともに、全国の先進事例を調査したほか、各公園の管理運営状況

の分析及び応募戦略のさらなる検討を行うなど、着実な準備に取り組んだ。 

また、令和２年４月１日から令和７年３月 31 日までの第二期神奈川県立のビジターセンター（秦

野ビジターセンター及び西丹沢ビジターセンター）の応募にあたり、提案内容のプレゼンテーショ

ンを行い面接審査を経て、指定管理者として選定された。 

 

（３）グリーンサポート事業 

 ・公園管理運営業務の質の向上を図るため、特別指導員による公園調査、指導を行った。 

活動状況：２回（津久井湖城山公園のウメの剪定研修、大磯城山公園のナラ枯れの樹木調査・診 

断等） 

・地域活動緑化支援事業の一環として、県内の保育園、幼稚園において、特別指導員による農業体 

験や花壇づくりの指導、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。（再掲） 

活動状況：32回 

・「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り組んだ。 

・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」を 

実施した。 

 

（４）大学等の活動支援事業 

   大学等の公園等に関する利用ニーズ調査などの研究活動を次のとおり支援し、その成果を管理運

営に活用することを検討した。 

 支援先 支援内容 

日本大学（生物資源科

学部 くらしの生物学

科） 

卒業研究への協力（公園内でのアンケート調査への協力） 

・「野鳥保全に関係する意識調査」 

・「生態系サービスの概念を用いた都市公園に対する意識測定および利用

者ニーズに関する研究」 

恩賜箱根公園にて、「住まいと環境研究室」が実施する「多言語おもてな

しタグを用いた園内自然情報コンテンツの開発と有効性に関する研究」に

対して、現地調査及び公園に関する情報提供、物資の提供に協力した。 

2年生の授業「公園緑地利用学」で「食と農をテーマとした 里の家キッチ

ンルームの活用」がテーマとして取り上げられ、学生が活用方法案を作成

した。授業において、公園の説明、報告会の実施に協力した。 
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麻布大学（生命・環

境科学部 環境科学

科） 

卒業研究への協力（公園現地調査への協力） 

・「神奈川県公園協会が管理する公園の SDGsに対する現状」 

七沢森林公園にて、イベント「森の SDGsフェス」にブース出展し、来園

者に対してグリーンマップ作り体験を実施した。 

2年生の授業「環境フィールドスタディ」で「相模原公園の魅力向上」が

テーマとして取り上げられ、学生が活用方法案を作成した。授業において、

現地見学、報告会の実施に協力した。 

 

（５）広報公聴等事業 

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：1回（10月） 

※発行は 2 回（10 月、3 月）を予定していたが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で 3月分は延期。 

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：107回 

オリジナルカレンダーの製作 

 

フォトコンテストの入賞作品などを使った 2020 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：15 回 

首都圏公園ガイド 

「公園への小さな旅」 

首都圏公園緑地連絡協議会の一員として参加団体と連携

し、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、横浜市、川崎市、

相模原市、さいたま市の 129 公園を紹介する冊子を改訂、

販売した。 

「都市公園における公民連携のあ

り方」講演会 

令和元年 5 月 15日、横浜情報文化センター情文ホールにて

公園・緑地に携わる官民の関係者 196 名が参加し、幅広く

Ｐａｒｋ-ＰＦＩ制度の施策展開の今後を展望する内容で

講演会を実施した。 
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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）

◇入場料を徴収しない場合

１時間３,５５０円
　　　（10/1～）３,６１０円
（他に室内練習場、照明料等有り）

◇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

軟式野球場
１時間１,０６０円
　　　（10/1～）１,０７０円

22,481 1,327,680

少年野球場 １時間４７０円 24,965 629,330

◇入場料を徴収しない場合

　１時間１０,８００円
　　　（10/1～）１１,０００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

◇入場料を徴収しない場合

　全面１時間 １０,８００円
　　　（10/1～）１１,０００円
　半面１時間 　５,４００円
　　　（10/1～）５,５００円
　４分の１面　１時間 ２,７００円
　　　（10/1～）２,７５０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

テニスコート
１時間　７００円
　　　（10/1～）７１０円

57,029 14,675,860

入場料

　大人（中学生以上）３１０円

　小人（小学生以下）１１０円

全面１時間　１,２１０円
　　　（10/1～）１,２３０円
半面１時間　６００円
　　　（10/1～）６１０円

卓球１面１時間　３４０円

（他に照明料有り）

446,840 49,740,075

（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 4,076 226,540

多目的グラウンドＡ・Ｂ １時間　３１０円 16,254 520,490

20,330 747,030

10,713,950

サッカー場 32,865 5,231,200

164,231硬式野球場 9,044,775

計

計

体育館 36,452 3,672,880

プール 23,949 4,444,400

ラクビー場 84,868
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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）

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

　障がい者及び介添え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

入館料

　２０歳以上６５歳未満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、障がい者及び
　　介添え１名無料

利用料金

　大人（中学生以上）２１０円

　小人（小学生以下）１００円

　※障がい者及び介添え１名無料

利用料金　

２時間単位　６２０円

347,817 115,335,170

（４）湘南汐見台公園

施設名 料金体系 利用者数（人） 収入額（円）

利用料金

　２時間単位　９４０円

利用料金

　２時間単位　６２０円

34,357 640,200

（５）相模原公園

施設名 料金体系 利用者数（人） 収入額（円）

無　　料（有料エリア除く）

有料エリア入場料

　大人　１００円

※中学生以下、障がい者及び介添え１
名無料

計

サカタのタネ
グリーンハウス

150,186 1,478,700

運動広場 26,226 314,960

計

少年野球場 8,131 325,240

多目的広場 8,205 128,960

スカイサイクル  105,356 14,902,180

交通展示館　 36,521 3,366,440

ジャンボプール 197,735 96,937,590
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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）

◇宿泊

　１泊　 　３,０９０円
　　(10/1～)３，１４０円

　小学生 　１,５５０円
　　(10/1～)１，５７０円

宿泊利用 宿泊等利用

　宿泊以外の利用１室 2,031 4,125,270

　１時間１６０円 宿泊以外利用

◇研修・トレーニング室 1,144

　・一般利用（１人） 研修･トレーニング室利用 研修室利用

　　午前１６０円、午後２１０円 2,331 98,802

　・専用利用（１時間） 屋外クライミング 屋外クライミング利用

　　　　　　５２０円
　　(10/1～)５３０円

6,207 1,382,256

◇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
　　　　　(10/1～)午後６３０円

　・専用利用（１面）

　　　午前 ４,６３０円

　　　午後 ６,１８０円

(10/1～)午前 ４,７１０円

　  　　午後 ６,２９０円

11,713 5,606,328

（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(1面当たり) 14,938 658,490

全面　１時間　３００円

半面　１時間　１５０円

テニスコート
１時間　６９０円
(10/1～)１時間　７００円

17,578 5,504,490

44,088 6,371,480

　※境川遊水地公園の使用料は県に納入

山岳スポーツ
センター

計

計

多目的グラウンド 11,572 208,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐19‐ 

８ 普及事業 

（１）都市公園 

保土ヶ谷公園

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 保土ケ谷キャンドルナイト2019　夏をおくる 8月31日 16,000名

森のあそび 11月9日 2,000名

梅まつり 中止

スポーツ・健康づくり 「オープンスタジアム」の実施 5回 850名

「オープンスタジアム」の実施　横浜FC練習サポート＆公開練習等 9回 1,400名

芝生いきいきヨガ教室 2回 81名

芝生ふれあいサッカー教室 2回 143名

人工芝ふれあいラグビー体験 1回 100名

第34回ママさんバレーボール大会 2回 840名

ラグビーフェスティバル2019 1回 1,700名

保土ケ谷公園パークヨガ 3回 45名

ほどパラフェスタ 1回 900名

地域活性化 ほどがやわくわくプレイパーク 7回 700名

桜高WEEK!コンサート 1回 100名

朝市 8回 800名

その他（中学職場体験学習、防災訓練受入等） 2回 300名

展示 高校野球写真展「保土ヶ谷を熱くした球児たち」 1回 2,500名

桜高WEEK！部活作品展 1回 2,000名

絵手紙教室作品展 1回 2,500名

翔花和紙ちぎり絵展 1回 2,500名

保土ヶ谷キャンドルナイトパネル展 1回 2,500名

その他（フォトコンテスト入賞作品展、森田ヒロ展等） 7回 11,650名

その他 自然観察イベント 2回 70名

つるし雛人形教室 7月以降毎週水曜日 288名

移動型ダークルームPHOTO CABIN 2回 60名

その他（お正月飾りつくり教室、芝生の教室等） 4回 86名

50,113名公園計  

 

塚山公園

区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

地域イベント 第72回塚山公園さくら祭 1回 7,644名

よこすか開国祭　花火大会観賞会　　 1回 120名

初日会 1回 350名

自然観察 秋の山野草観察会 1回 19名

8,133名公園計  
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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

大規模イベント チューリップフェア２０１９ 4月６日（土）～21日（日） 32,580名

秦野丹沢まつり（山開き） 4月20日（土）～21日（日） 16,000名

山モリフェス 10月5日(土)～10月6日(日) 16,000名

第１４回秦野戸川公園まつり 10月19日(土) 7,000名

その他（コスモスフェア、ボッカ駅伝等） 5回 10,200名

自然体験 泊まって体験！「夏の星空観察と親子クライミング」 1回 41名

チューリップ掘り取りイベント 1回 1,400名

その他（チューリップ植付け隊、冬の野鳥観察会等） 2回 306名

展示 わたしの逸品アート展 2回 530名

写真教室作品展示会 1回 2,200名

その他（俳句展示会、水彩画展示会等） 4回 920名

その他 三館合同イベント「みんなで登る・学ぶ・作る！」 1回 36名

新春・昔の遊び体験！手作り凧揚げ＆かるた大会 1回 100名

夏休みこども工作教室 1回 39名

七夕の話と夏の星座上映会 1回 18名

お茶室庭園ライトアップ＆ミニコンサート 1回 150名

ひと裁ち折りで遊ぼう！ 6回 46名

その他（風の吊橋ライトアップ、クラフト体験等） 18回 5,867名

93,433名公園計  

 

大磯城山公園

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 もみじのライトアップ2019 11月22日(金)～24日(日) 2,253名

展示 木蓮の会・磯風の会 絵画展示会 1回 585名

高田保雄展 1回 635名

その他（盆栽展、刻字展、作陶展等） 7回 2,746名

庭園イベント 日本庭園勉強会 2回 89名

旧吉田茂邸庭園ガイド 12回 1,585名

城山学習講座 2回 46名

茶道イベント こどもの茶道体験教室 1回 9名

その他（春の茶会、大磯町文化祭茶会等） 2回 310名

その他 おおいそ邸園コンサート 5回 630名

七賢堂特別開扉 2回 679名

七賢堂特別開扉講演会 1回 53名

秋のダイヤモンド富士 1回 150名

城山マルシェ 1回 759名

大磯オープンガーデン2019 1回 3,930名

大磯城山公園うつわの日　～白の彩り～ 1回 198名

大磯城山公園ユニバーサルデー 1回 29名

その他（甲冑劇、写生会等） 6回 342名

15,028名公園計  
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辻堂海浜公園・湘南汐見台公園

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 かいひんSUN-DAY  HUG ANIMALS vol.6､7
4月6日(土)～7日(日)、
11月2日(土)～3日(日)

25,000名

かいひんSUN-DAY  アウトドア活動・マリン＆ファミリースポーツフェア2019 4月21日(日) 4,500名

辻堂フラベジフェア 5月5日(日) 7,000名

第13回辻堂海浜公園まつり 5月25日(土)～5月26日(日) 29,000名

かいひんSUN-DAY  ワンカリ  6月1日(土) 45,000名

第13回辻堂かいひん盆踊り「辻の盆」 7月20日(土)～7月21日(日) 32,000名

かいひんSUNDAY　タイランドフェスティバル湘南2019 9月28日(土)～9月29日(日) 14,000名

かいひんSUN-DAY Shonan Autumn Fes 2019 10月19日(土)～10月20日(日) 8,000名

かいひんSUNDAY　THE GARDEN FESTIVAL 10月26日(土)～10月27日(日) 24,000名

第14回辻堂海浜公園子ども駅伝大会 中止

かいひんSUN-DAY　湘南パン祭り 中止

かいひんFRIENDSリフレッシュヨガ 8回 455名

かいひんFRIENDS つじどう寝たきりゼロ体操 12回 946名

大人と子どもの元気アップ運動クラブ 7回 200名

かいひんFRIENDS　おやこボール遊び教室 3回 85名

かいひんFRIENDS スラックライン体験会 4回 375名

かいひんFRIENDS 汐見台からだ元気体操 11回 184名

０歳からの子ども英語フィットネス 9回 155名

その他（ノルディックウォーキング、アクアビクス、ユニバーサルカヌー等） 57回 6,578名

クラフト かいひんFRIENDS 金属製ネームタグを作ろう 1回 17名

作って楽しい、遊んで楽しい魔法の工作 4回 111名

お花で遊ぼう楽しもう 6回 173名

その他（凧作り教室、手づくりおもちゃ教室等） 14回 410名

交通公園イベント かいひんFRIENDS チリリンスクール（交通安全教室） 4回 190名

自転車「キープレフトプレート」を作ろう 4回 53名

その他 辻堂フリマピクニック 3回 18,500名

かいひんFRIENDS Tsujido Local Market 7回 26,000名

かいひんFRIENDS 湘南草取り合戦～メリケントキンソウの巻～ 1回 21名

その他（端午の節句、セミの羽化観察会等） 7回 154名

243,107名

スポーツ
・健康づくり

公園計  
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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

地域協働イベント 竹の子まつり 4月14日(日) 5,000名

春の里山公園まつり 5月5日(日) 19,000名

秋の里山公園まつり 10月27日(日) 14,000名

ちがさきレインボーフェスティバル 11月10日(日) 45,000名

新春凧揚げ大会 1月5日(日) 800名

どんど焼き 1月14日(火) 300名

里山夏まつり 3回 2,400名

自然体験 自然観察会 4回 163名

定例自然観察会 9回 206名

その他（里山ウォーキング、自然遊び等） 4回 84名

食と農 里山レストラン 3回 185名

七草がゆを食べよう 1回 120名

畑の村まつり 1回 390名

県内畜産ブランドBBQイベント 1回 50名

その他（かまど利用体験会、料理教室等） 3回 33名

県民企画によるイベント おもちゃ病院にこにこ 7回 151名

紙芝居パチパチ座 7回 157名

晴れた日はソーラークッキング 9回 428名

その他（ウクレレ体験、環境工作等） 30回 3,145名

その他 青空ヨガ教室 4回 40名

里山クラフトDay 1回 200名

その他（クリスマスコンサート、吊るし鯉のぼり展示等） 4回 1,364名

93,216名公園計  

 

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2020 1月26日 300名

自然観察 俣野ゴム堰と川の生き物観察会 1回 61名

ツバメのねぐら入り観察会 2回 51名

境川遊水地の貝化石堀り体験 1回 35名
その他（星空教室、バードウォッチング、生きもの調べ等） 8回 174名

学校対応 小学校対応、職場体験学習等 2回 121名

クラフト 境川遊水地の自然模型を作ろう 1回 18名

クラフト教室「秋・ドアチャイムづくり」 1回 15名

その他（境川の石のストーンアート等） 4回 78名

スポーツ 初心者向けグラウンド・ゴルフ教室 1回 16名

展示 環境学習展示「ビオトープの植物展」 1回 3,033名

環境学習展示「公園の野鳥展」 1回 4,095名

その他（相模凧展示、写真展等） 8回 29,358名

その他 団体対応　今田団地自治会 1回 33名

境川遊水地見学会 1回 17名

その他（歴史探訪会、日の出鑑賞会等） 4回 133名

37,538名公園計  
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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 11回 46人

箱根関所設置400年 記念事業・大名行列 （本園駐車場演技） 1回 100人

野点 2回 109人

「皇室ゆかりの庭園」4公園周遊バスツアー 1回 17人

ミュージアム・リレー 1回 7人

その他（管弦楽演奏会、ミニチュアこけしづくり等） 6回 728人

展示 バラの展示・即売会 1回 14,015人

幻の箱根離宮展 1回 5,392人

富士山写真展 1回 21,468人

「皇室ゆかりの庭園」楽寿園菊まつり参加 1回 8414

その他（牡丹展示、ざる菊展示等） 6回 44,013人

94,309名公園計  

 

相模原公園

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 スプリングフラワーフェスティバル２０１9 4月20日(土)～21日(日) 24,000名

相模のグルメ　食散歩フェスタ 5月19日(日) 20,000名

第３６回　しょうぶまつり 6月9日(日) 3,500名

真夏の夜のファンタジア　～噴水広場のライトアップ～ 8月10日(土)～12日(月） 5,000名

オータムフラワーフェスティバル２０１9 10月19日(土)～20日(日) 15,000名

みどり普及イベント サカタのタネ　「サカタキッチン」レシピ実演 1回 110名

みどりの講座 3回 47名

館長の温室ナイトガイドツアー 1回 40名

園内ガイドツアー 12回 148名

館長の温室ガイドツアー 11回 181名

子どもいけばな教室 9回 90名
その他（みどりのまちづくり推進講座、ネイチャーゲーム等） 17回 507名

展示 相模原公園開園40周年記念プランター寄せ植えコンテスト 1回 80名

「小島一朗」油彩画展 1回 7,565名

「みどり　２１」日本画展 1回 7,230名

特別展　トルコギキョウ展2019 1回 1,677名

新春特別展　凧展～相模の大凧や様々な凧～ 1回 8,041名

県立相模原公園設立40周年記念展 2回 32,695名

その他（花フォトコンテスト写真展、ラン展等） 24回 165,314名

その他 ALOHA　PLACE 1回 2,500名

ノルディックウォーキング 7回 40名

ヤエイグリーンフェスタ２０１９ 1回 120名

相模の大凧デモンストレーション 1回 4,000名

ベーシックツリークライマー講習会 4回 38名

親子えいご 3回 25名

その他（アルプホルンコンサート、青山大相模の会落語等） 15回 1,480名

299,428名公園計  
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七沢森林公園

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2019ななさわ緑のまつり 5月19日(日) 1,700名

第43回　森のまつり 11月3日(日) 17,000名

森林体験 山の日記念イベント  昆虫王スタンプ&クイズラリー 1回 20名

森のSDGｓフェス 1回 800名

落葉かき体験と焼いもづくり＆シシ鍋イベント 1回 33名

夏休みイベント　カブトムシふれあい体験 1回 211名

その他（森林セラピー体験ウォーク、森づくりボランティア等） 5イベント 2,427名

クラフト 楽焼体験 毎月第2・第4日曜日と祝日 167名

オカリナ制作教室　　 第1木曜日（4月～12月） 41名

こえだ工作体験 毎月第2・第4日曜日と祝日 190名

竹細工講座 2回 70名

縄文土器創作講座 10回 265名

その他（クラフト体験、押し花教室等） 11イベント 2,195名

その他 ｱﾙﾌﾟﾎﾙﾝ演奏 4回 200

太極拳教室 毎月第2・4木曜日 104名

オカリナ演奏会　　 4回 122名

その他（民話の語り、酒まんじゅう作り体験等） 10イベント 536名

26,081名公園計  

 

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25回座間谷戸山公園まつり 11月24日(日) 3,000名

自然観察・体験 親子で米作り隊 5回 232名

その他（自然観察会、昆虫ウォッチング等） 22回 511名

ボランティア体験 花うえたい 28回 152名

里山保全隊 11回 142名

その他 お飾り作り教室 1回 22名

ノルディックウォーキング教室 1回 23名

その他（写楽会作品展、石窯ピザ作り等） 6回 2,311名

6,393名公園計  
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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

大規模イベント 第22回津久井湖さくらまつり　花の苑地 4月6日(土)～7日(日) 9,200名

第22回津久井湖さくらまつり　水の苑地 4月13日(土)～14日(日) 35,000名

ルピナスまつり 5月19日(日) 2,000名

第5回つくい湖湖上祭 11月17日(日) 12,000名

津久井湖イルミネーション 11月17日(日) 12,000名

収穫感謝祭 11月24日(日) 1,000名

自然観察 しろやま子ども探検隊 2回 15名

いきものウォッチング 9回 46名

いきものがたり～津久井湖城山公園のムササビ～ 1回 21名

その他（自然観察会、城山昆虫ふれあい講座等） 8回 108名

歴史体験 第429回津久井城開城記念の日 1回 30名

津久井城こどもの日 1回 130名

城山キャッスリング 3回 37名

ボランティア活動 花壇ボランティア 11回 219名

津久井城市民調査研修 2回 28名

畑ボランティア 10回 192名

ふるさと知らせ隊～酒まんじゅう作り体験～ 1回 31名

その他（展示制作、SKT説明会等） 16回 118名

その他 たねだんご作り体験 2回 47名

オカリナ・フェス♪２０１９ ｉｎ津久井城～水鳥の囁き～ 1回 100名

クラフト体験～森とあそぼ！～ 10回 194名

森林セラピーとヨガの体験 1回 13名

その他（竹細工、団体案内・ガイド等） 24回 2,455名

74,984名公園計  

 

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

山岳スポーツなど 山開き親子体験クライミング 4月21日 72名
親子シャワークライミング 7月20日～21日 21名
かながわ山の日inHADANO2019　体験クライミング 8月11日 70名
泊まって体験！「夏の星空観察と親子クライミング」　秦野戸川公園共催 8月19日～20日 40名
親子でチャレンジ・クライミング 10月14日 46名
秦野戸川公園まつり　親子クライミング 10月19日 33名
三館合同イベント「みんなで登る・学ぶ・作る！」 2月15日 36名
クライミング大会 ２回 141名
クライミング教室 ９回 92名
登山教室 10回 152名
指導者研修 1１回 204名

公園計 907名

合計 1,042,670名  
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（２）自然公園 

秦野ビジターセンター
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

公募イベント 丹沢まつりガイド付き山岳ツアー(見晴茶屋コース） 4月21日(日) 11名

ミニ安全登山教室「はじめての地図読み」 6月9日・23日 50名

「丹沢・山の日3days」

　・クイズラリー 8月10日～12日 53名
　・ミニ安全登山教室「はじめての地図読みLight」 8月12日(月) 11名
　・丹沢登山の楽しみ方講座 8月12日(月) 11名

山と渓谷社主催「TANZAWA山モリフェス！」動物ミニ探検隊 10月5日・6日 35名

自然教室「丹沢の森と水のひみつ探検隊」 11月4日(月) 20名

自然教室「ミニ探検隊しゅっぱ～つ！」 11月30日(土) 22名

連続ミニ自然教室「丹沢山ろく動物調査隊」 12月22日(日) 10名

秦野戸川公園合同イベント「冬の野鳥観察会」 1月18日(土) 6名

三館合同イベント「みんなで登る・学ぶ・作る！」 2月15日(土) 36名

丹沢トーク（屋内プログラム） 21回 110名

登山道トーク・園内トーク（屋外プログラム） 2回/月 1,012名

野外の自然解説プログラム（宮ケ瀬エリア） 2回 240名

室内の自然解説プログラム（葉っぱ図鑑づくり） 79回（7月13日～9月8日） 135名

企画展など 丹沢見どころ紹介～スタッフ山行の記録から～ 2019年2月16日～5月12日 ―

丹沢のブナ林再生をめざして 5月18日～7月7日 ―
「秦野戸川公園の地衣類」（会場：秦野戸川公園　作成：西丹沢VC作成
共催：秦野VC、秦野戸川公園）

6月1日～6月30日 ―

夏休み企画「めざせ！葉っぱ博士 －おもしろ葉っぱ発見室－」 7月13日～9月8日 ―
岩田傳三郎写真展　「丹沢の先駆者の見た山たち－夏から秋へ－」 　9月13日～12月1日 ―
生命の星・地球博物館巡回特別展

「植物誌をつくろう！～『神奈川県植物誌2018』のできるまでとこれから～」 　12月7日～2月16日 ―

「丹沢山麓イキモノ撮影記　～センサーカメラを仕掛けたら～　」
 （会場：横浜市立野毛山動物園　共催：秦野VC,西丹沢VC） 　　1月11日～2月24日 ―

丹沢みどころ紹介～スタッフ山行の記録から～ 2月22日～4月3日 ―

その他 団体対応（見学・展示解説・講師派遣など） 77回 2,769名
登山者カード呼びかけ 26回 9,723名

14,254名

自由参加イベント

公園計  

西丹沢ビジターセンター
区分 イベント名 開催日・実施回数 参加者数

公募イベント 登山に役立つ体のつくり方講座 9月29日(日) 11名

地学教室　TANZAWA GEOGRAPHY 11月17日(日) 15名

山岳事故検証講座 12月8日(日) 13名

イキモノ連続ミニ自然教室①「冬鳥観察会」 12月15日(日) 14名

自由参加イベント 西丹トーク（屋内プログラム） 土日随時 218名

登山道トーク・園内トーク（屋外プログラム） 土日随時 122名

ミニ教室 2回程度/月 136名

企画展など 企画展示「GISで見る丹沢」 4月1日～3月31日 ―
画像放映「65型4kテレビによる季節の花、景色のスライドショー放映」 4月1日～3月31日 ―

企画展示「丹沢大山ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ21　発足40周年パネル展示」 11月1日～11月29日 ―
企画展示「フォトコンテスト優秀作品展示」 2月20日～3月31日 －
季節展示「玄倉渓谷」「西丹沢の沢・ブナ林」「パステル画・西丹沢
の四季、旬のもの　地衣類」

随時 ―

その他 団体対応（見学・展示解説・講師派遣など） 19回 579名

登山者カード呼びかけ 323回 10,452名

11,560名

25,814名

公園計

合計  
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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 

 自然観察会、クラフト教室等の開催 

      

 

     

かいひん SUN－DAYワンカリ（辻堂海浜公園） チューリップフェア 2019（秦野戸川公園） 

 開園 40 周年記念プランター寄せ植えコンテスト 

（相模原公園） 

境川遊水地の貝化石掘り体験（境川遊水地公園） 

ちがさきレインボーフェスティバル 

（茅ケ崎里山公園） 
第 22回津久井湖さくらまつり（津久井湖城山公園） 

大磯オープンガーデン 2019（大磯城山公園） 

陶芸教室（七沢森林公園） 
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（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 

自然体験教室等の開催 

 

 

 

 

 

 

  

自然教室（秦野ビジターセンター）          葉っぱ図鑑づくり（秦野ビジターセンター） 

）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   地学教室（西丹沢ビジターセンター）         山岳事故検証講座（西丹沢ビジターセンター） 

 

山開き親子体験クライミング（山岳スポーツセンター） 

かいひん SUN-DAY  アウトドア活動・マリン＆ 

ファミリースポーツフェア 2019（辻堂海浜公園） 

ほどパラフェスタ（保土ヶ谷公園） 

ノルディックウォーキング教室（座間谷戸山公園） 
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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、茅ケ崎里山公園、恩賜 

   箱根公園、相模原公園、七沢森林公園）の有料駐車場の運営を行った。 

公園名 駐車場料金 収容台数 駐車台数（台） 収入額（円）

1時間まで　大型      620円
　　　　　（10/1～） 630円

大型　 10台

　　　　　 普通      210円
　　　　　（10/1～） 220円

普通  384台

以降30分毎に加算 臨時駐車場368台

　　　　　 大型      310円
　　　　　（10/1～） 320円

　　　　　 普通      110円

１日上限　 大型    3,000円
          （10/1～）3,060円
　　　　　 普通    1,000円
          （10/1～）1,020円

二輪　無料

秦野戸川公園 平日（7/21～8/31・12/29～1/3休日料金） 大型   10台

　　　　　 中型以上　300～800円
          （10/1～） 310～810円

普通  302台

　　　　 普通　  　100～400円
      　（10/1～） 100～410円

臨時駐車場240台

休日

　　　　 中型以上620～1,660円
        （10/1～）630～1,690円
　　　　 普通　  310～1,040円
        （10/1～）320～1,060円

二輪　無料

大磯城山公園 １時間まで 中型以上 1,200円 第1駐  36台

　　　　  普通　　  300円 第2駐  19台

以降30分毎に加算 第3駐  2台

　　　　 中型以上  600円

　　　　　 普通　　  150円

二輪　無料

（第２・３駐車場は通年無料）

辻堂海浜公園
１時間まで 大型    1,030円
          （10/1～）1,050円

東駐  499台

　　　　　 普通　    420円
          （10/1～） 430円

西駐  301台

以降30分毎に加算

　　　　　 大型      520円
          （10/1～） 530円
　　　　　 普通      210円
          （10/1～） 220円

１日上限（プール期間除く）

　　　　　 大型   上限なし

           普通    1,200円
          （10/1～）1,250円

二輪　無料

保土ヶ谷公園

通年有料
（時間制）

157,425 82,068,070

115,089 24,178,830

通年有料
（時間制{駐車後30分
以降有料｝）

9,903 4,699,110旧吉田茂邸駐車場
　大型  2台
　普通 24台

土日祝日有料
（時間制）

251,296 207,876,650

通年有料
（時間制）
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公園名 駐車場料金 収容台数 駐車台数（台） 収入額（円）

茅ケ崎里山公園 平日（12/29～1/3休日料金） 東駐　 42台

　　　　　 大型　　　600円
          （10/1～） 610円

西駐  262台

通年有料 　　　　　 普通　　　200円 　 大型10台

休日　　　 大型　　1,200円
          （10/1～）1,220円

北駐  101台

（１回制）
　　　　　 普通　　　400円
          （10/1～） 410円

二輪　無料

恩賜箱根公園
１時間毎　 大型　    830円
          （10/1～） 850円

大型　  9台

　　　　　 普通　    310円
          （10/1～） 320円

普通   62台

１回制　　 二輪　    110円 二輪　 10台

平日　　　 大型  300～  600円
          （10/1～）310～610円

中央駐車場　282台

　　　　 普通  100～  200円 　　　大型　　5台

休日　　　 大型1,000～2,000円
          （10/1～）1,020～2,040円

西駐車場　47台

　　　　 普通  300～  600円
        （10/1～）310～610円

二輪　無料
（西駐車場は通年無料）

七沢森林公園
　         大型    1,030円
          （10/1～）1,050円

大型    2台

　         普通      520円
          （10/1～） 530円

普通  202台

　         二輪　    110円

（北口駐車場は通年無料）

751,315 381,252,150

81,741 21,112,740

50,114 22,209,590通年有料
（時間制｛二輪は
１回制）

相模原公園

通年有料
（時間制）

79,779 15,990,600

4/1～11/30の土日祝
日有料
（１回制）

計

5,968 3,116,560

 

 

（２） 自然公園駐車場の管理運営 

富士箱根伊豆国立公園内に位置し、箱根を代表する景勝地である大涌谷園地において、安全安心 

で快適に利用できるよう有料駐車場の運営を行った。 

令和元年５月 19日に気象庁が箱根山火山の噴火警戒レベルの引き上げたことに伴い、大涌谷園地 

は立入規制が行われ、大涌谷駐車場及び大涌谷バス専用駐車場を閉場した。同年 10月 7日に噴火警 

戒レベルが１に引き下げられ、11月 13日の「箱根山火山防災協議会」において、11月 15日に大涌 

谷園地再開が承認されたことにより、同日両駐車場の運営を再開した。 

引き続き、箱根町や園地事業者と連携した避難誘導訓練を行うほか、火山ガス注意喚起のチラシ 

の配布、万が一の発災時に備えた避難誘導を行うための監視員の配置、さらには道路の混雑緩和に 

取り組んだ。 

施設名 駐車場料金 収容台数 駐車台数（台） 収入額（円）

大型　　1,550円
(10/1～)1,580円

大型   12台

普通　　　520円
(10/1～)　530円

普通　112台

二輪　　110円
二輪　 10台

136,446 75,712,125計

大涌谷バス専用駐車場

通年有料（１回制）
4,324 6,637,200大型　 14台

大涌谷園地駐車場

通年有料（１回制）

大型　　1,550円
(10/1～)1,580円

132,122 69,074,925
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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（台） 収入額（円）

保土ヶ谷公園 26 8,568,940

塚山公園 2 121,842

秦野戸川公園 9 2,613,307

大磯城山公園 5 814,828

辻堂海浜公園・
湘南汐見台公園

28 17,495,216

茅ヶ崎里山公園 16 4,362,275

境川遊水地公園 12 4,783,802

恩賜箱根公園 4 1,185,842

相模原公園 12 4,856,263

七沢森林公園 9 1,431,043

座間谷戸山公園 6 2,521,529

津久井湖城山公園 4 1,188,369

計 133 49,943,256
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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。 

施設名 設置数 利用者数（人） 収入額（円）

売店・軽飲食 ８施設 ― 2,914,888

オートテニス １施設 6,276 1,273,700

バーベキュー １施設 10,602 8,367,256

茶室 １施設 18,480 4,362,160

茶室 １施設 6,735 2,467,660

売店・軽飲食 ９施設 ― 11,600,117

シャワー・ロッカー ４施設 68,587 9,602,200

バーベキュー １施設 12,071 11,738,192

温水シャワー １施設 450 45,000

茶処 １施設 4,044 1,974,720

売店・軽飲食・EV 充
電器

３施設 ― 503,858

バーベキュー １施設 10,420 11,368,059

陶芸教室 １施設 667 1,467,100

バーベキュー １施設 3,927 4,072,982

142,259 71,757,892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

七沢森林公園

津久井湖城山公園

辻堂海浜公園・
湘南汐見台公園

公園名

保土ヶ谷公園

秦野戸川公園

大磯城山公園

 

 

４ 新規収益事業等の調査・検討 

   各公園の特性に合わせた新規収益事業や物品販売等の可能性について検討するため、先進的な 

取り組み事例について、調査を行った。 
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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 令和元年６月 24日 かながわ労働プ

ラザ３階  

多目的ホールＡ 

報告事項 

・平成 30 年度事業報告について 

・大涌谷園地の駐車場の状況について 

決議事項 

・平成 30 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 

令和元年６月６日 かながわ労働プラ

ザ４階  

第３会議室 

決議事項 

・平成 30 年度事業報告及び事業報告の附属明細 

書について 

・平成 30 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 

・理事長及び専務理事の職務の執行状況について 

・大涌谷園地の駐車場の状況について 

第１回臨時 

理事会 

令和元年６月 24日 かながわ労働プラ

ザ３階 

多目的ホールＡ 

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 

令和元年 11月 29日 県立保土ヶ谷公園

管理事務所２階 

Ａ会議室 

決議事項 

・平成 31 年度事業計画の変更及び補正予算につ 

いて 

報告事項 

・大涌谷園地の再開について 

・理事長及び専務理事の職務の執行状況について 

   
 （決議の省略） 

区分 決議があったものとみなされた日 決議があったものとみなされた事項 

第２回定例 

理事会 
令和２年３月 23日 

・令和２年度事業計画について 

・令和２年度収支予算等について 
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参考資料 

区　分 前年対比

利用者数 720,260 人 818,103 人 88.0%

（内イベント参加者数） 50,113 人 139,918 人 35.8%

利用者数 38,426 人 40,268 人 95.4%

（内イベント参加者数） 8,133 人 17,556 人 46.3%

利用者数 602,890 人 569,710 人 105.8%

（内イベント参加者数） 93,433 人 83,338 人 112.1%

利用者数 302,722 人 342,164 人 88.5%

（内イベント参加者数） 15,028 人 25,800 人 58.2%

利用者数 1,589,526 人 1,852,677 人 85.8%

（内イベント参加者数） 243,107 人 260,074 人 93.5%

利用者数 394,132 人 360,886 人 109.2%

（内イベント参加者数） 93,216 人 102,661 人 90.8%

利用者数 290,732 人 271,394 人 107.1%

（内イベント参加者数） 37,538 人 29,026 人 129.3%

利用者数 284,528 人 355,650 人 80.0%

（内イベント参加者数） 94,309 人 55,585 人 169.7%

利用者数 783,968 人 764,476 人 102.5%

（内イベント参加者数） 299,428 人 329,673 人 90.8%

利用者数 261,382 人 242,586 人 107.7%

（内イベント参加者数） 26,081 人 23,963 人 108.8%

利用者数 395,874 人 414,537 人 95.5%

（内イベント参加者数） 6,393 人 7,707 人 83.0%

利用者数 523,904 人 501,235 人 104.5%

（内イベント参加者数） 74,984 人 78,373 人 95.7%

利用者数（有料施設利用者数） 11,713 人 11,616 人 100.8%

（内イベント参加者数） 907 人 1,003 人 90.4%

利用者数 6,200,057 人 6,545,302 人 94.7%

（内イベント参加者数） 1,042,670 人 1,154,677 人 90.3%

利用者数 124,852 人 124,974 人 99.9%

（内イベント参加者数） 14,254 人 14,158 人 100.7%

利用者数 97,319 人 101,590 人 95.8%

（内イベント参加者数） 11,560 人 12,791 人 90.4%

利用者数 222,171 人 226,564 人 98.1%

（内イベント参加者数） 25,814 人 26,949 人 95.8%

利用者数 6,422,228 人 6,771,866 人 94.8%

（内イベント参加者数） 1,068,484 人 1,181,626 人 90.4%
総     計

津久井湖城山公園

山岳スポーツセンター

合  計

自然公園

秦野ビジターセンター

西丹沢ビジターセンター

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

七沢森林公園

令和元年度の公園利用者数とイベント参加者数

実施場所 令和元年度 平成30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
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


