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指定管理者による公の施設の管理運営状況
平成29（2017）年度

栃木県なかがわ水遊園施設名

農政部農村振興課施設所管課

公益財団法人栃木県農業振興公社（法人番号5060005007583 ）指定管理者

指定期間 平成26（2014）年４月１日～平成36（2024）年３月31日

１ 施設の概要

大田原市佐良土２６８６施設所在地

①水と緑をテーマにした公園（面積約２５ｈａ）施設の概要

主な施設：芝生公園、お魚ふれあいｽﾃｰｼｮﾝ、水の広場、公園ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ

②おもしろ魚館（愛称：ﾌｨｯｼｭﾊﾟﾙ、延べ面積 約６，０００㎡）

ア 展示ゾーン（４，５００㎡）

展示生物：約３００種、水槽：４８基（水槽容量：約６００ｔ）

イ 体験交流ゾーン

おさかな研究室、味わい工房、創作工房、川と魚の情報コーナー等

③駐車場 大型車：７台、普通車：７００台

①栃木県なかがわ水遊園の施設の維持管理に関する業務業務内容

②栃木県なかがわ水遊園の運営に関する業務

③前各号に掲げる業務に付帯する業務

２ 収支の状況

平成29（2017）年度 （千円）

収入 支出

指 ２９８，２８５ 指 ４５，４６６指定管理料 事業費

定 ９６，３１８ 定 １５５，３０１利用料金収入 管理運営費

管 ６，９１７ 管 １８０，６６９その他収入 人件費※１

理 理 ２９，１００その他支出※１

４０１，５２０ ４１０，５３６※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲９，０１６

自主事業 １３０，７１５ 自主事業 １２１，７４４

自主事業収支差額② ８，９７１

▲４５収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

体験講座収入 ６，９１７千円 公課費 １４，５８３千円

退職給与引当金 ７，５６７千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。

平成28(2016)年度（前年度） （千円）

収入 支出

指 ２９８，２８５ 指 ５４，２３４指定管理料 事業費

定 ９５，４１２ 定 １５１，６７９利用料金収入 管理運営費

管 ６，８７３ 管 １７７，５０６その他収入 人件費※１

理 理 ２４，０６３その他支出※１

４００，５７０ ４０７，４８２※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲６，９１２

自主事業 １０２，１８３ 自主事業 ８９，７５９

自主事業収支差額② １２，４２４

５，５１２収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

体験講座収入 ６，８７３千円 公課費 １７，０２４千円

退職給与引当金 ７，０３９千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。
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３ 利用状況

施設名 平成28 平成29

(2016)年度 （2017）年度

開館日数 ３１０日 ３０９日

入館者数 ２８５，１８９人 ２７６，７５２人

うち有料入館者数 １９１，４３４人 １９１，２３５人

おもしろ魚館 体験講座受講者数 ３４，４１０人 ３１，４５４人

うちお魚研究室 ６，２６９人 ６，７８５人

うち味わい工房 ４，２７６人 ３，６８８人

うち創作工房 ７，３３１人 ５，８５８人

お魚ふれあいｽﾃｰｼｮﾝ １６，５３４人 １５，１２３人

４ サービス向上に向けた取組

・来園者ニーズに応え、秋休み期間や年末年始に開園した。

・新たな年間パスポート所有者特典としてスタンプカード（水遊園マイル）を発行し、スタンプ数に

応じてオリジナルグッズを贈呈するなどサービス向上につなげた。

・園ホームページ、ブログ、facebook、LINEなど多様なツールを活用し、情報発信に努めた。

５ 利用者意見への対応

利用者意見の把握方法

・利用者アンケート調査の実施

調査の方法

指定管理者が利用者を無作為に抽出してアンケート調査を実施。計1,118人から回答を得た。

主な利用者意見（苦情・要望） 対 応

・施設規模や生態を考慮し、展示検討時の参考にしている・魚の数・種類を増やしてほしい

・珍しい魚を増やしてほしい ・企画展の展示テーマ検討時の参考とする

・ ・魚名版の改善に取り組んでいる魚名版が暗く文字が小さいので改善してほしい

・フォトスポットをもっと設置してほしい ・ニーズ等を考慮し施設改修の参考とする

・食事のできる施設を増やしてほしい ・施設改修時の参考とする

アンケート項目 結　　　　果

性別 男性49.8％、女性50.2％

年齢 10歳未満9.7％、10代9.7％、20代11.5％、30代28.4％、40代21.4％、

50代6.8％、60代以上12.5％

住所 大田原6.1％、那珂川・那須烏山2.5％、県内51.6％、関東29.1％、

東北8.1％、その他2.6％

来園きっかけ ポスター・チラシ17.8％、テレビ・ラジオ6.1％、新聞・雑誌5.1％、

知人11.0％、HP12.0％、SNS1.3％、イベント3.0%、その他43.7％

来園目的（複数回答） 水族館92.1％、体験講座5.1％、釣り体験6.1％、公園利用10.9％、

企画展・特別展示9.5%、イベント6.4%、その他4.4％     

来園回数 初めて37.8％、２回目22.6％、３回目12.3％、４回以上27.3％

施設印象 大変良い56.0％、良い40.3％、普通3.7％、やや悪い0％、悪い0％

従業員の対応 大変良い52.2％、良い37.8％、普通9.8％、やや悪い0.2％、悪い0％

展示ゾーン印象 大変良い54.1％、良い41.2％、普通4.6％、あまり良くない0.1％、悪い0％

入館料 安い45.0％、普通51.3％、高い3.7％

ルート案内 わかりやすい67.4％、どちらとも言えない11.5％、わかりにくい1.5％、

迷った0.2％、知っていた12.3％、ナビ利用7.1％

周辺施設の利用 ある25.4％、ない74.6％
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主な利用者意見（積極的評価）

・アマゾン水槽の見せ方が素晴らしかった

・水槽がきれいで魚が見やすかった

・アマゾンと日本の川の比較のようになっていて興味深かった

・安い料金で子供と一緒に楽しめた

・スタッフ対応が親切だった

６ 指定管理者による自己評価

成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組

4月に入館者400万人を達成し順調にスタートした。本年度は、入館者・入館料ともに計画を上回る

状況となっている。これは魅力的な春・夏・冬の企画展の開催やそれに連動した催し物、またユニ

ークな体験講座、季節毎のイベントや地域連携イベントを積極的に開催し、これらにSNS等を活用し

、 。た広報戦略を強化したことで メディア等に多く取り上げられ話題性を創出した結果と考えられる

さらに年間パスポート購入者特典(水遊園マイルの発行等）を充実させたことにより、リピーターの

確保につながったと判断できる。

※指定管理者が独自に設定サービスの向上・地域活性化への取組

1 リピーターに対するサービス向上の取り組み

(1)15周年記念企画で好評であったスタンプカードを新たに「水遊園マイル」として実施した。

(2)年間パスポート所有者に対して入館及び指定された体験講座受講やイベント参加等に応じてポイ

ントが貯まる仕組みとなっており、ポイント数によりオリジナルプレゼントを提供することで、利

用率向上の相乗効果を図った。

(3)これにより年間パスポート新規利用者の獲得とリピーター確保による利用者増につながった。

2 大田原市と共同開催による自転車周遊イベントの開催

(1)これまで実施してきた「なかがわ里山ポタリング」と大田原市が主催する「大田原エコポタ」を

共同開催により実施した。

(2)地元自治体とイベントを共催することにより地域連携を深めるとともに、地域の交流人口増加に

つなげた。

(3)当事業は県（環境森林部地球温暖化対策課）が実施する「未来思考の環境にやさしい地域づくり

事業」の一環であり、地域における「エコと地域活性化を両立させる取組」の推進に貢献した。

3 年間を通して大きな事故、苦情等も無く施設を運営することができた。

今後改善・工夫したい事項

＜推進・改善方策＞

平成30（2018）年度は、第3期指定管理の5年目、折り返し時期であることからこれまでの実績を検

証しながら培ってきたノウハウを基にさらなる利用者の拡大及び那珂川沿川の地域活性化につなげ

るため以下の事業に取り組む。

１）展示活動事業

①企画展の開催 来園者からのニーズや、社会動向を踏まえた、オリジナリティと話題性のある企

画展を開催する。

②飼育スタッフガイド 専門的な質問への対応や水生生物への興味と関心を深めるため、飼育担当

者が水族館内に常駐する。

２）体験交流事業

①利用者満足度の向上 利用者アンケートを基にニーズの把握に努め、より利用者満足度の高い講

座運営を行う。

②農村交流イベントの開催 地域の団体と協働でイベント等を実施し、情報発信に努めることで都

市と農村の交流の促進に寄与する。

３）広報活動事業

①全スタッフ営業 県内及び近県を中心に全スタッフによる季節毎の営業活動を行い、各自治体・

施設団体等へのPRに努める。

②SNS活用による宣伝 フェイスブックやLINEなどSNSを活用し、インスタ映えを意識した情報発信

に取り組む。
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③道路案内看板の再整備 利用者から要望が多い水遊園までのルート案内について看板等設置状況

を調査し改善に努める。

４）イベント等事業

年間パスポート所有者を対象とした特典企画「水遊園マイル」の更なる充実を図る。また、話題

創出、地域活性化支援のため、平成29（2017）年度の好評企画を継続開催するほか、年間を通して

多くの来園者が楽しめる企画、イベントを実施する。

＜予定する企画＞

①水遊園マイル 年間パスポート所有者を対象に、来園や講座参加でもらえるスタンプを集め特典

を授与する。また年間パスポート所有者限定のイベント等を開催する。

②那珂川さくらまつり 地元保存会とともに那珂川の土手で見ごろとなる桜のPRイベントを開催す

る。

③鮎まつり 那珂川あゆ街道等と連携し、鮎釣り解禁前の話題となるイベントを企画する。

④那珂川大感謝祭 地域自治体・団体と協力して開催する。水産試験場の試食会及び展示解説や那

珂川鮎街道まつりも共催とする。

⑤なかがわ里山ポタリング＆大田原エコポタ 那珂川流域の魅力を地域と共に発信するため自転車

周遊するポタリングを大田原市と共同で開催する。

⑥こだわりマルシェ 地域で活動する作家や農家の方を誘致し、地域間交流の促進につなげる。

⑦ハロウィンカルナバル イベント自体が定着してきたため更に集客に繋げるための方策として装

飾、衣装等を充実を図る。

この他、利用者ニーズを的確に把握するため各種アンケート調査等を実施する。

所管課室による評価７

評価の内容 評価項目 確認内容・所見等

性別問わず、広い世代の利用者から１．住民の ①住民の平等利用が確保されたか。

満足を得られるよう努力しており、平 Ｂ平等利用の

等利用を確保している。確保

─ ─②使用許可に関する権限が適正に行

使されたか。

高齢者や障害者への配慮がなされて Ｂ③高齢者、障害者等に対する配慮は

おり、場合に応じて適切に対応していなされたか。また、平等利用が確保

る。できない場合の対応は適切か。

各種イベントの開催や団体との連携 Ａ２．施設の ①施設の設置目的に沿った業務実施

により、那珂川の豊かな自然と伝統文効用の最大 がなされたか。

化に親しむ機会を設け、県民の理解を限発揮

深めるとともに、都市と農村の交流促

進を図ることができている。

常設展のほか、季節ごとの特別展や Ｂ②施設の利用促進、県民サービスの

個性的な体験講座の開催などにより、向上が図られたか。

施設の利用促進、県民サービスの向上

につながっている。

アンケート調査の結果、施設の印象 Ｂ③利用者満足度を把握し、満足度の

について「とても良い 「良い」の向上が図られたか。 」、

評価が95％以上を占めており、また複

数回園を訪れる利用者が増加してお

り、利用者が高い満足感を得ているこ

とがうかがえる。

おおむね適正に対応している。 Ｃ④利用者からの意見、苦情に対して
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適切な対応がなされたか。

おおむね適切に管理されている。 Ｃ⑤施設、設備、備品の維持管理や安

全管理は適切になされたか。

⑥指定管理者の創意工夫により業務改 おおむね適正になされている。 Ｃ

。善等がなされたか

専門的知識、技術をもつ有資格者を Ｂ３．管理を ①組織体制は適正か。

配置するなど、適切な職員配置となっ安定的に行

ている。う物的人的

基礎

全体的に収支はおおむね適正であり Ｃ②収支は適正でバランスがとれたも

バランスがとれている。のか。

自助努力による省資源化など経費の Ｃ③経費の縮減に取り組まれてきたか。

縮減に取り組んでいる。

おおむね適正に行われている。 Ｃ④人材育成は適切に実施されている

か。

おおむね確保されている。 Ｃ⑤危機管理体制（事故、緊急時の対

応）は確保されているか。

おおむね連携体制は確保されてい Ｃ⑥県や関係機関との連携体制は確保

る。されているか。

個人情報保護に関するマニュアルに Ｃ４．個人情 ①個人情報の保護についての措置が

基づき 「個人情報取扱特記事項」を報保護 計画どおり実施されているか。 、

遵守している。

情報の公開に関する事務処理要領に Ｃ②情報公開は適切になされているか。

基づき適切に行われている。

アンケート調査や第三者評価を取り Ｂ５．その他 ①施設の特性にふさわしい自己評価

入れるなど、客観的な評価が行われてがなされているか。

いる。

年間事業計画を策定し、計画に基づ Ｃ②自主事業が計画どおりに実施され

き事業を実施している。ているか。

なかがわ水遊園推進懇談会を設置す Ｂ③イベント等を実施している場合は、

るなど、地域との連携を図りながら各地域との連携が図られているか。

種イベントを開催している。

おおむね適正に実施されている。 Ｃ④環境への配慮（騒音・光害対策、

ごみ削減等）がなされているか。

特になし ─⑤その他管理運営上の特記事項

総合的な評価

事業目的に即した適切な管理運営を行っているとともに、職員の経営努力により施設の効果を発

揮し県民サービスの向上が図られている。

アンケートの結果から、複数回来園している利用者数が６割以上を占めており、年４回以上利用

する方が３割近くいることが分かる。新規利用者の開拓と併せて、何度来園しても楽しめるような

施設の実現のため、魅力的なイベントの実施、SNSなどの情報発信手段の活用が重要となる。
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また、周辺施設を利用しての来園者も25％おり、周辺地域活性化への貢献も認められる。

今後も、引き続き良好な管理運営を行うとともに、地域活性化の拠点施設として関係各所との連

携を一層深め、サービスの更なる向上に取り組むことを期待する。

※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。

Ａ：事業計画に対して極めて優れた取組となっている。

Ｂ：事業計画に対して優れた取組となっている。

Ｃ：事業計画どおりの取組となっている。

Ｄ：事業計画に対して劣る取組となっている。

Ｅ：事業計画に対して極めて劣る取組となっている。


