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㍉禡㌍礐箛磕評Ů曠豬曚ふ膅烋耨コス烝ゲコ鏤𥆩𤹪䐢

Qw弐 ¥④弐

ドコザ烝燵 ドコシ烝燵 ドコジ烝燵
ドコス烝燵
膅ゲコ鏤𥆩𤹪䐢

ドコズ烝燵

ヌ肘凋㍿𥞴篖稛籞 ゴシキスゲケ ササキケザケ ザジキケザケ ササキザゲケ ザケキケケケ

㍉篰㌍穀囮 ゴゲキスゴケ コジキスゲケ ゴズキコゲケ ゴコキスコケ サスキケケケ

鰶滿舜圓貭尤提80昬 コキザジケ コキススケ ゴキコゲケ ゴキサシケ ゴキサザケ

祲磕䆴磾䅈瘓畱𤺋畱 ゲゴコキジサケ ゲゴジキザシケ ゲゴコキザスケ スコキケサケ ゲザケキケケケ

ǎ癆ミ不ヌ堠 ココキケゴケ コゲキジサザ コゲキズサケ ゲスキジケケ コザキケケケ

荆痂樅䆴磹䄅篖禕 ジキスゴケ スキシジケ スキジケケ スキココケ ゲゲキサシケ

种篖祲䈎穪篖ぇ矗昬 コキコズケ コキサコケ コキケゴケ コキケズケ ゴキサザケ

鐚齠u ゴキケコケ コキゴスケ コキザシケ ゲキズジケ ゴキゴケケ

㍉禡㌍礐箛磕淋ヴ コゴズキゲコケ コサジキザゲザ コシジキコスケ ゲズゴキスゲケ コズサキシシケ

ヌ肘坿珵隣
曚ふ弐
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①営業・販売①営業・販売①営業・販売①営業・販売
ａ．周辺施設と連携による団体客の獲得ａ．周辺施設と連携による団体客の獲得ａ．周辺施設と連携による団体客の獲得ａ．周辺施設と連携による団体客の獲得

ｂ．ガイド説明による付加価値の向上ｂ．ガイド説明による付加価値の向上ｂ．ガイド説明による付加価値の向上ｂ．ガイド説明による付加価値の向上

ｃ．新規目玉動物の導入ｃ．新規目玉動物の導入ｃ．新規目玉動物の導入ｃ．新規目玉動物の導入

ｄ．冬季営業の検討ｄ．冬季営業の検討ｄ．冬季営業の検討ｄ．冬季営業の検討

②施設②施設②施設②施設
ａ．新たな遊具の整備ａ．新たな遊具の整備ａ．新たな遊具の整備ａ．新たな遊具の整備

ｂ．テニスコートスペースの活用方法の検討ｂ．テニスコートスペースの活用方法の検討ｂ．テニスコートスペースの活用方法の検討ｂ．テニスコートスペースの活用方法の検討

辺地債を活用した大型複合遊具の新規導入を平成29年度に計画し、予算要求してい
る。

有効活用の方策について検討。

大型複合遊具の整備を進めていく。

有効活用の方策について検討。

今後もホテルや市主催の着地型観光、観光ボランティアガイド等と連携を
図り、継続的に樽ケ橋遊園の魅力を発信していく。

保育園や小学校などの団体客のほか、一般の利用者からの要望にも応え
動物ガイドを実施し、利用価値を高める。

道産子1頭の導入を計画しているほか、池に水生生物を入れることを検討
している。

現時点では冬季営業は困難

樽ケ橋遊園樽ケ橋遊園樽ケ橋遊園樽ケ橋遊園

ホテルや市主催の着地型観光等との連携のほか、ＪＡかみはやしが主催する収穫祭
へのウサギ貸出に併せてリーフレットを配布し施設ＰＲを行ってもらった。H29年度の
開園に先立ち、3月に月岡・瀬波・関川エリアの温泉ホテル・旅館23施設にもリーフレッ
ト・ポスターの設置・掲示を実施、まだ利用促進を図るため、新潟市北区～村上市の
保育園・小学校105施設に施設案内文書を送付した。

保育園や小学校などの団体客6団体に動物ガイドを実施した。

アヒル10羽、話すことができるヨウム1羽を導入した。

冬期間は飼養舎の冬囲いや飼育場所の移動により、見ることのできる動物は鹿のみ
であることや除雪対応などが必要となるため、現時点では冬季営業は困難である。

左－H28年度の実施状況　　右－H29年度の計画



ｃ．空き地スペースの活用ｃ．空き地スペースの活用ｃ．空き地スペースの活用ｃ．空き地スペースの活用

ｄ．園内看板の整備ｄ．園内看板の整備ｄ．園内看板の整備ｄ．園内看板の整備

ｅ．計画的な施設改修ｅ．計画的な施設改修ｅ．計画的な施設改修ｅ．計画的な施設改修

ｆ．藤だな・やまぼうしの活用ｆ．藤だな・やまぼうしの活用ｆ．藤だな・やまぼうしの活用ｆ．藤だな・やまぼうしの活用

g．第２入園口の整備g．第２入園口の整備g．第２入園口の整備g．第２入園口の整備

③人材③人材③人材③人材
ａ．ガイド説明スタッフの育成ａ．ガイド説明スタッフの育成ａ．ガイド説明スタッフの育成ａ．ガイド説明スタッフの育成

市民ボランティアとともに園内の藤枝整備を実施。やまぼうし・藤の木への栄養剤投
与を実施。

現時点では必要性がないため、整備は実施していない。

保育園や小学校などの団体客を中心に、6団体に動物ガイドを実施した。

砂遊び場を新設した。今後も効果的な活用方法を検討していく。

各動物の名称・特徴を明記した看板をすべてに設置した。

エントランスから鶏舎までの間の塗装、園内通路の側溝修繕、既存水路の再活用、池
までの水路整備を実施した。

28年度同様、市民ボランティアとともに園内の藤枝整備を実施する予定。
引き続き、やまぼうし・藤の木への栄養剤投与を実施する予定。

現時点では整備は実施しない予定。

スタッフはもちろんのこと、観光ボランティアガイドにも園の魅力を発信して
もらえるようにしたい。

花壇の整備や砂遊び場の利用を進める。

今後も必要な園内看板の設置を進める。

長期的なグランドデザインを練り直し、その計画に基づき、順次実施してい
く。



①プログラム①プログラム①プログラム①プログラム
ａ．新たなプログラムの（見学・体験）開発ａ．新たなプログラムの（見学・体験）開発ａ．新たなプログラムの（見学・体験）開発ａ．新たなプログラムの（見学・体験）開発

b．企画展の開催、展示替えの実施b．企画展の開催、展示替えの実施b．企画展の開催、展示替えの実施b．企画展の開催、展示替えの実施

ｃ．胎内市の文化財・遺跡を紹介するツアーの実施ｃ．胎内市の文化財・遺跡を紹介するツアーの実施ｃ．胎内市の文化財・遺跡を紹介するツアーの実施ｃ．胎内市の文化財・遺跡を紹介するツアーの実施

ｄ．体験プログラムの更なるＰＲｄ．体験プログラムの更なるＰＲｄ．体験プログラムの更なるＰＲｄ．体験プログラムの更なるＰＲ

左－H28年度の実施状況　　右－H29年度の計画

黒川郷土文化伝習館黒川郷土文化伝習館黒川郷土文化伝習館黒川郷土文化伝習館

・黒川城、蔵王山（親子登山、PTA登山、ふるさと体験学習）などの体験登
山の定着化
・市外小学校対象のわらじ作り体験教室。
・子ども向け民具体験シートの更新（わらじづくりシートの追加）
・テーマ別スライド（羽越水害５０年事業など）の作成。出前講座の開催。
・H29年度美術館事業と連携したイベントの実施

・市民から寄贈された民具（黒川伊藤家資料）の展示、公開
・H29年度は隣接する胎内市美術館と連携企画展を予定（胎内市名品展
等）
・民具体験コーナーの充実（新寄贈民具、胎内ゆかりの民具体験コー
ナー）
・ごぜコーナーの展示替え

・蔵王山登山（６月中）
・太古のロマン大波石ウォーキング（７月中）
・米沢街道、大欅を歩く（9月中）
・黒川氏の軌跡をたどる（黒川城、黒川館跡、家臣団居館跡等）（11月中）

・市内小中学校への体験プログラム資料の配布
・雑誌、書籍等での施設の体験内容の紹介

・黒川城、蔵王山（親子登山、PTA登山、ふるさと体験学習）などの体験登山の定着化
・既存の民具体験、縄文体験プログラムのほか、古墳時代の装身具づくりなど実施。
・子ども向け民具体験シートの更新（木工関係の追加）
・テーマ別スライド（黒川の歴史、偉人、羽越水害など）の作成。出前講座の開催。
・H28年4月開館予定の芸術文化交流施設と連携したイベントを計画（アートキャンプ
等）

・市民から寄贈された民具（塗師屋資料：昭和初期）の展示、公開
・H28年度は隣接する芸術文化交流施設と連携企画展を予定（黒川藩、ごぜ文化展）
・民具体験コーナーの充実（新寄贈民具、胎内ゆかりの民具体験コーナー）
・布ぞうりづくり教室の開催

・黒川城、蔵王権現遺跡登山（7/30 、10/10、 10/17）
・太古のロマン大波石ウォーキング（8/21）（健康づくり課・人づくり会等と協働）
・胎内平周辺歴史ウォーキング（8/22）（JR主催駅からハイキングと連携）
・米沢街道、大欅を歩く（9/7）
・黒川氏の軌跡をたどる（黒川城、黒川館跡、家臣団居館跡等）（12/1）

・市内小中学校への体験プログラム資料の配布
・メディアシップ開催「ふむふむ縄文体験」への出店PR（8/9）
・新潟埋文ナビ（県作成）に掲載、県内全小中学校へ配布。
・ロイヤル胎内パークホテルでの出店PR



②施設②施設②施設②施設
ａ．胎内市の歴史文化発信基地としての認知度の向上ａ．胎内市の歴史文化発信基地としての認知度の向上ａ．胎内市の歴史文化発信基地としての認知度の向上ａ．胎内市の歴史文化発信基地としての認知度の向上

ｂ．文化財総合案内看板の設置ｂ．文化財総合案内看板の設置ｂ．文化財総合案内看板の設置ｂ．文化財総合案内看板の設置

③人材③人材③人材③人材
ａ．解説や指導を行う市民の育成と確保ａ．解説や指導を行う市民の育成と確保ａ．解説や指導を行う市民の育成と確保ａ．解説や指導を行う市民の育成と確保

・NHK等で体験学習の紹介
・県内、県外博物館等への出展（縄文時代漆製品）
・市報たいない「胎内市の歴史探訪」での紹介

・隣接する美術館サインと併せた看板を制作予定。

・市民を対象にした観光ボランティアガイド育成事業を実施中（H26年～）
・隣接する美術館と併せて、サポーターズ倶楽部を設立したので、わらじづ
くり教室などのイベント、草刈整備、ガイド育成講座等、様々な事業を展開
していきたい。

・NHK「ふらっと新潟」で施設紹介（7/29）、NHK「ニュース645」で施設の紹介（11/19）
・NHKスペシャル「アジアの巨大遺跡」番組で展示資料の紹介（11/8）
・長野県立歴史へ展示品（縄文時代漆製品）貸出PR（9/9～12/15）
・市報たいない「胎内市の歴史探訪」での紹介
・樽が橋遊園空地スペース等に縄文竪穴住居建設予定。設計、資材の調達。

・平成28年4月開館予定の隣接する美術館サインと併せた看板を作成。

・市民を対象にした観光ボランティアガイド育成事業を実施中（H26年～）
・H28年度に隣接する美術館と併せて、サポーターズ倶楽部を設立。イベント、草刈整
備などでこれまでボランティアとして参加していただいている方々、ガイド育成講座等
の参加者を含めて、事業を展開した。



①プログラム①プログラム①プログラム①プログラム
ａ．樽ケ橋エリア内の観光施設、文化施設、自然資源等との連携ａ．樽ケ橋エリア内の観光施設、文化施設、自然資源等との連携ａ．樽ケ橋エリア内の観光施設、文化施設、自然資源等との連携ａ．樽ケ橋エリア内の観光施設、文化施設、自然資源等との連携

b．地域に密着、貢献した企画展の開催、展示替等の実施b．地域に密着、貢献した企画展の開催、展示替等の実施b．地域に密着、貢献した企画展の開催、展示替等の実施b．地域に密着、貢献した企画展の開催、展示替等の実施

ｃ．胎内市の美術作品を紹介するツアーの実施ｃ．胎内市の美術作品を紹介するツアーの実施ｃ．胎内市の美術作品を紹介するツアーの実施ｃ．胎内市の美術作品を紹介するツアーの実施

ｄ．アート体験プログラムのＰＲｄ．アート体験プログラムのＰＲｄ．アート体験プログラムのＰＲｄ．アート体験プログラムのＰＲ

ｅ．芸術作家の育成、学校美術担当教員による研究ｅ．芸術作家の育成、学校美術担当教員による研究ｅ．芸術作家の育成、学校美術担当教員による研究ｅ．芸術作家の育成、学校美術担当教員による研究
市内小中学校美術担当職員の視察。 市内、市外小中学校美術担当職員との研究会、説明会の開催

ジュエリーデザイン教室の開催　9/12～13・16

胎内市美術館胎内市美術館胎内市美術館胎内市美術館

◎樽ヶ橋バードウォッチング5/13（鳥の図鑑展　5/10～5/14）
◎黒川郷土文化伝習館の民具体験とあわせて美術館作品鑑賞の実施

◎春の特別展「本間正英日本画展」4/45～7/23
◎夏の特別展「會津八一遺墨展」8/5～9/24
◎秋の特別展「髙橋与兵衛写真展」10/7～12/27
◎冬の特別展「県展・芸展作家展」1/13～3/18　「胎内市名品展」
※市民ギャラリー　本間正英日本画教室作品展、写真展「新潟の四季」、
写真展「胎内市の石造物」、現代作家作品展

會津八一歌碑めぐりと老舗ランチツアー　9/10

レザークラフト、ストリングアート体験、海の生き物をデザインする、フィンラ
ンドのおまもり「HINMWRI」づくり、年賀状・クリスマスカードづくり、ハロウィ
ンランタンづくり、つるし雛づくり、まが玉づくりなどを広報、新潟日報等で
PRしていく。

左－H28年度の実施状況　　右－H29年度の計画

◎アートキャンプin胎内　8月　（黒川郷土文化伝習館、少年自然の家等）
◎黒川郷土文化伝習館の民具体験とあわせて美術館作品鑑賞の実施

◎春の特別展「山本順コレクション展」4/28～7/24
◎夏の特別展「大平實展」8/1～9/25
◎秋の特別展「斎藤真一展」10/1～12/11
◎冬の特別展「奥山荘至宝展」12/20～3/31
※市民ギャラリー　胎内写真教室展、それいけ天下太平くん原画展、坂爪陶芸教室作
品展、塩津潟研究所展、大滝永子日本画展

ようこそ先輩事業「彫刻家大平實先生」講演会・作品解説会　8月
胎内市ふるさと体験学習による市内小学５年生の見学会　3回

レザークラフト、自由木工、年賀状・クリスマスカードづくり、ハロウィンランタンづくり、
まが玉づくりなどを広報、新潟日報等で募集PRした。



②施設②施設②施設②施設
ａ．施設前庭、周辺環境の整備ａ．施設前庭、周辺環境の整備ａ．施設前庭、周辺環境の整備ａ．施設前庭、周辺環境の整備

ｂ．展示収蔵室の維持管理ｂ．展示収蔵室の維持管理ｂ．展示収蔵室の維持管理ｂ．展示収蔵室の維持管理

ｃ．美術館案内看板の設置ｃ．美術館案内看板の設置ｃ．美術館案内看板の設置ｃ．美術館案内看板の設置

③人材③人材③人材③人材
ａ．解説や指導を行う市民の育成と確保ａ．解説や指導を行う市民の育成と確保ａ．解説や指導を行う市民の育成と確保ａ．解説や指導を行う市民の育成と確保

二酸化炭素消火器の追加設置。絵画収納箱の追加。

胎内市美術館サポーターズ倶楽部で定例会を開催し、人材の育成事業を
実施予定。

国道７号線追分付近、樽ヶ橋入口に既存の観光案内看板と併せて設置。 国道7号線黒川付近に看板の設置を予定。

胎内市美術館サポーターズ倶楽部の協力により前庭、周辺環境整備の整
備。施設窓ガラス拭き。花壇の整備等。

適切な環境下での作品保管と展示。二酸化酸素消火器の設置。

胎内市美術館サポーターズ倶楽部で定例会を開催し、人材の育成を実施。歴史講演
会等（奥山荘関係）を３回実施した。

胎内市美術館サポーターズ倶楽部の協力により前庭、周辺環境整備の整備。施設の
窓ガラス拭き等。



①営業・販売①営業・販売①営業・販売①営業・販売
ａ．胎内リゾート産の加工品等のPRおよび販売ａ．胎内リゾート産の加工品等のPRおよび販売ａ．胎内リゾート産の加工品等のPRおよび販売ａ．胎内リゾート産の加工品等のPRおよび販売

ｂ．胎内リゾート施設利用者へ、クアハウスたいない利用割引サービスｂ．胎内リゾート施設利用者へ、クアハウスたいない利用割引サービスｂ．胎内リゾート施設利用者へ、クアハウスたいない利用割引サービスｂ．胎内リゾート施設利用者へ、クアハウスたいない利用割引サービス

ｃ．新規企画の実施ｃ．新規企画の実施ｃ．新規企画の実施ｃ．新規企画の実施

ｄ．新たな観光客や新規会員の誘客対策ｄ．新たな観光客や新規会員の誘客対策ｄ．新たな観光客や新規会員の誘客対策ｄ．新たな観光客や新規会員の誘客対策

ｅ．民間活力の利用ｅ．民間活力の利用ｅ．民間活力の利用ｅ．民間活力の利用

クアハウスたいないクアハウスたいないクアハウスたいないクアハウスたいない

H29年度より指定管理期間更新（H33年度まで5年間）H22年から指定管理者制度を導入。

・胎内ジャージー牛乳・ヨーグルト・アイスクリームの販売
・胎内ハムの販売（４月末～５月初旬）
・胎内市及び近隣の特産物（加工品）の販売

・胎内ジャージー製品を販売（牛乳・ヨーグルト・アイスクリーム）
　ふるさと福島製品（ドーナツ・カステラ・そば等）販売

左－H28年度の実施状況　　右－H29年度の計画

・櫛形山脈山開き登山・トレッキングツアー参加者⇒入浴割引券（100円引）
・胎内市観光大使やらにゃん割引⇒入浴割引（大人300円引・子供無料）
・新潟県市町村職員共済組合利用割引⇒クアハウス利用割引（100円引）
・新潟県商工会日帰り入浴施設割引⇒入浴・クアハウス利用割引（各100円引）
・SDカード、ニピイカード、第四好日クラブ⇒各100円引
・クアハウス割引キャンペーン
　毎月7の付く日と11日のクアハウス利用（大人700円）

ポイントカードの発行、胎内リゾート施設のレシート及び入場券半券提示で入浴・クア
ハウス利用の割引を新たに実施

H28年度の割引サービスを H29年度も引き続き実施。

・H28年度の対策をH29年度も引き続き実施。
・法人向け体験優待券の配布

・毎月第２土曜日ファミリーＤａｙ（中学生以上１名７００円、小学生２名まで無料）
・５月５日子供の日⇒小学生プール利用入館料 ３５０円

H28年度の企画をH29年度も引き続き実施。



ｆ．利用料金の適正化ｆ．利用料金の適正化ｆ．利用料金の適正化ｆ．利用料金の適正化

②施設・コース②施設・コース②施設・コース②施設・コース
ａ．（胎内リゾート利用者へ）レジャーおよびレストスペースの推進ａ．（胎内リゾート利用者へ）レジャーおよびレストスペースの推進ａ．（胎内リゾート利用者へ）レジャーおよびレストスペースの推進ａ．（胎内リゾート利用者へ）レジャーおよびレストスペースの推進

ｂ．計画的な施設改修ｂ．計画的な施設改修ｂ．計画的な施設改修ｂ．計画的な施設改修

③人材③人材③人材③人材
ａ．胎内リゾートへのコンシェルジュ機能を向上ａ．胎内リゾートへのコンシェルジュ機能を向上ａ．胎内リゾートへのコンシェルジュ機能を向上ａ．胎内リゾートへのコンシェルジュ機能を向上

排煙窓修繕、プール濾過ポンプ取替、館内トイレの様式化などの改修を実施。 キュービクルの交換、蒸気ボイラーの入替を予定

サークルへの貸出によるトレーニングルームの活用
　ヨガ教室（毎週火曜日）・バレエ教室（毎週木曜日）・器械体操（毎週金曜
日）

・胎内リゾート各施設の観光情報・催し等のポスターを館内掲示している。
・クアハウス内に飲食スペース（食堂）がないため、来館のお客様には周辺の飲食店
を案内している。

H28と同様の取組みを継続。

サークルへの貸出によるトレーニングルームの活用
　ヨガ教室（毎週火曜、毎月第2土曜）・バレエ教室（毎週水曜）

H27年4月から長期会員制度の廃止と短期会員料金の改正を実施。



①ＰＲ①ＰＲ①ＰＲ①ＰＲ
ａ．パワースポットとしての情報発信ａ．パワースポットとしての情報発信ａ．パワースポットとしての情報発信ａ．パワースポットとしての情報発信

ｂ．歴史文化財としてＰＲｂ．歴史文化財としてＰＲｂ．歴史文化財としてＰＲｂ．歴史文化財としてＰＲ

②施設②施設②施設②施設
ａ．敷地内の整備ａ．敷地内の整備ａ．敷地内の整備ａ．敷地内の整備

越後胎内観音越後胎内観音越後胎内観音越後胎内観音

売店建物での営業を希望する事業者を探している。 継続して事業者を探す。

・観光協会において具体的な発信方法を検討中。
・空撮動画を作成し、新潟県観光協会ホームページに掲載中。

・観光交流センターにおいて、歴史的経緯を鑑みて説明を行っている。
・４月１８日に春の例祭、８月２８日に大祭、１０月１８日に秋の例祭を行う。

H28同様実施する。

左－H28年度の実施状況　　右－H29年度の計画



①整備①整備①整備①整備
ａ．蔵王山塊と櫛形山脈の登山ルートの活用ａ．蔵王山塊と櫛形山脈の登山ルートの活用ａ．蔵王山塊と櫛形山脈の登山ルートの活用ａ．蔵王山塊と櫛形山脈の登山ルートの活用

ｂ．樽ケ橋を拠点とした周回コースの整備ｂ．樽ケ橋を拠点とした周回コースの整備ｂ．樽ケ橋を拠点とした周回コースの整備ｂ．樽ケ橋を拠点とした周回コースの整備

ｃ．絶景ポイントと看板等の整備ｃ．絶景ポイントと看板等の整備ｃ．絶景ポイントと看板等の整備ｃ．絶景ポイントと看板等の整備

胎内観音コース・黒中コースは国有林や私有地を通っており未貸付となっているた
め、貸付申請のため測量を計画していたが実施できなかった。

未貸付登山道の測量を行い、貸付申請を行う。

県の櫛形山脈整備事業により、ベンチ・安全ロープ設置、マップ看板をリニューアル整
備を実施。

標柱看板等の修繕を行う。

櫛形山脈・蔵王山塊櫛形山脈・蔵王山塊櫛形山脈・蔵王山塊櫛形山脈・蔵王山塊

左－H28年度の実施状況　　右－H29年度の計画

蔵王山・蔵王権現・高坪山トレッキングを5/15、10/23に開催
櫛形山脈トレッキングを6/5に開催

H28同様、トレッキングツアーを計画



①活用①活用①活用①活用
ａ．イベントの開催ａ．イベントの開催ａ．イベントの開催ａ．イベントの開催

ｂ．健康ウォーキングコースでの活用ｂ．健康ウォーキングコースでの活用ｂ．健康ウォーキングコースでの活用ｂ．健康ウォーキングコースでの活用

②施設②施設②施設②施設
ａ．バーベキュー広場・レクリエーション設備の導入ａ．バーベキュー広場・レクリエーション設備の導入ａ．バーベキュー広場・レクリエーション設備の導入ａ．バーベキュー広場・レクリエーション設備の導入

ｂ．公園への動線の検討ｂ．公園への動線の検討ｂ．公園への動線の検討ｂ．公園への動線の検討

5月に胎内川新緑まつりを開催。同日開催される櫛形ウィンドトレイル大会
でのスタート・ゴール地点や式典会場としても利用。

H28年度と同様

観光交流センターと河川公園を結ぶ階段通路整備に合わせ、水洗設備を
設ける。

H29年度に観光交流センターと河川公園を結ぶ階段通路を新たに整備す
る。

樽ケ橋河川公園樽ケ橋河川公園樽ケ橋河川公園樽ケ橋河川公園

たるが橋観光交流センターと河川公園を会場に春の米粉パンまつり（4月）、ＧＷイベ
ント、胎内川新緑まつり（6月）を開催し、河川公園の利用促進を図っている。

・ＧＷイベントに於いて、河川公園を利用したタイムレースを実施した。
・河川公園をヨガ教室の会場に利用してもらっている。

・観光交流センターでカセットコンロ、大鍋の貸し出しをしている。但し、公園内に水洗
設備がなく、積極的にＰＲ出来ていない。
・団体・グループの河川公園の利用の問い合わせに対しては、観光交流センターの物
販棟の厨房などの利用で対応している。

観光交流センターから河川公園への案内板などを簡易的に作って対応している。

左－H28年度の実施状況　　右－H29年度の計画



①活用①活用①活用①活用
ａ．フルーツパーク・シンクルトン記念館等周辺施設との連携ａ．フルーツパーク・シンクルトン記念館等周辺施設との連携ａ．フルーツパーク・シンクルトン記念館等周辺施設との連携ａ．フルーツパーク・シンクルトン記念館等周辺施設との連携

ｂ．馬頭観音のＰＲｂ．馬頭観音のＰＲｂ．馬頭観音のＰＲｂ．馬頭観音のＰＲ

②施設・整備②施設・整備②施設・整備②施設・整備
ａ．エリア来場者向けのトイレの設置ａ．エリア来場者向けのトイレの設置ａ．エリア来場者向けのトイレの設置ａ．エリア来場者向けのトイレの設置

ｂ．有楽荘の活用ｂ．有楽荘の活用ｂ．有楽荘の活用ｂ．有楽荘の活用

ｃ．藤の整備ｃ．藤の整備ｃ．藤の整備ｃ．藤の整備

ｄ．花ロードの整備ｄ．花ロードの整備ｄ．花ロードの整備ｄ．花ロードの整備

その他その他その他その他

樽ケ橋遊園内の藤棚を整備（枝の剪定など）

河川公園上の堤防道路沿いにスイセンを植栽

・旬の果実など、フルーツパークの収穫により、道の駅にて販売連携している。
・場所などの問い合わせには観光交流センターで適宜対応している。

・観光交流センターで適宜ＰＲしている。

胎内市美術館の建設に合わせて美術館内に整備し、H28年4月より供用開始。

H28年度に施設を改装し、施設内に食堂を整備。

樽ケ橋遊園内の藤棚を引き続き整備

・馬頭観音祭り当日の馬の練り歩きポスターを作成
・ボランティアガイドによるガイド

設置済み

5月に食堂の営業を開始する予定。指定管理者により運営。

左－H28年度の実施状況　　右－H29年度の計画


