
＜評価の視点＞

⑴　適正性の視点

⑵　有効性の視点

　① 施設の設置目的の達成

　② サービス向上の取り組み

⑶　効率性の視点

① ②

1
いわき市いわき駅西駐
車場

㈱ジェイ･ケイ･リ
アルタイム

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・業務仕様書に基づき、適正な管理が行
われている。
・精算機のトラブル等における迅速な対
応など、駐車場利用者の利便性向上に寄
与している。

都市復興
推進課

22-7530 1

2
いわき市いわき駅北口
駐車場

㈱ジェイ･ケイ･リ
アルタイム

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・業務仕様書に基づき、適正な管理が行
われている。
・精算機のトラブル等における迅速な対
応など、駐車場利用者の利便性向上に寄
与している。

都市復興
推進課

22-7530 3

3
いわき市湯本駅前広場
駐車場

㈱ジェイ･ケイ･リ
アルタイム

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・業務仕様書に基づき、適正な管理が行
われている。
・精算機のトラブル等における迅速な対
応など、駐車場利用者の利便性向上に寄
与している。

都市復興
推進課

22-7530 5

4
いわき市植田駅前広場
駐車場

㈱ジェイ･ケイ･リ
アルタイム

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・業務仕様書に基づき、適正な管理が行
われている。
・精算機のトラブル等における迅速な対
応など、駐車場利用者の利便性向上に寄
与している。

都市復興
推進課

22-7530 7

5
いわき市都市公園
（44施設）

一般財団法人いわ
き市公園緑地観光
公社

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

・法令・協定等の規定に基づき、個人情
報保護や情報公開のための文書の管理、
施設の安全管理などについて、適正に執
行されている。
・適切な施設の維持管理が行われてお
り、施設の設置目的に沿った成果が得ら
れているものの、時に施設利用者からの
快適性についての要望があり、一層の管
理の徹底が求められる。

公園緑地課 22-7518 9

48施設　 【Ａ評価　該当なし、Ｂ評価　48施設、Ｃ評価　該当なし、Ｄ評価　該当なし】

施設所管課等 電話番号頁⑴ ⑵ ⑶

⑩都市建設部　指定管理者施設管理状況評価結果（各施設の総合評価）

　法令等の遵守、安全性の確保、個人情報の保護など、
法令や計画に基づき適正な管理が履行されているか

　施設目的に沿った事業の実施、施設管理が行われてい
るか

　市民サービス向上・市民の満足度の向上が図られてい
るか

　適正な管理によって経費の縮減が図られているか

№ 施設名 指定管理者
評価の視点

総合評価

⑴～⑶の評価の視点(４項目)について、次の４段階で評価 
・Ａ 基準や目標を上回る優れた管理が行われている 
・Ｂ 適正な管理が行われている 

・Ｃ 概ね適正に管理されているが一部課題がある 
・Ｄ 協定等が遵守できていないなど、改善が必要である 
 

総合評価 
 ⑴、⑵①、⑵②、⑶の４項目の評価を踏まえ総合評価 
 【Ａ】４項目のうち、２つ以上がＡで、Ｃ、Ｄの評価がない 

 【Ｂ】４項目のすべてがＢ以上の評価（Ａが１つ以下） 
 【Ｃ】４項目のいずれかにＣが含まれる（Ｄ評価はない） 

 【Ｄ】４項目のいずれかにＤが含まれる 



指定管理者による施設管理状況評価票（平成30年度の管理状況）

所管部課 都市建設部　都市復興推進課
１　施設の概要
(1) 施設名称
(2) 根拠条例

２　指定管理者の概要
(1) 指定管理者名称
(2) 指定期間 公募
(3) 事業・業務概要（指定管理者の業務の範囲）

３　施設利用状況（施設利用者数・施設稼動状況等を記入）
項　　目 29年度 30年度 備　考

80,721 87,258
1.49 1.62

118,940 130,162
2.20 2.41

４　使用料・利用料・経費の推移（決算額）
　※その他の管理経費は、市が直接支出する修繕費等の額

29年度決算 30年度決算
(指定管理者) (指定管理者)

37,728,360 37,587,120 市歳入

3,113,720 3,113,720
4,200 4,200 原子力給付金

収入計（円） 3,117,920 3,117,920
606,575 500,356

0 0
486,000 486,000
654,810 709,560

0 0
107,773 133,930
401,789 424,817
58,835 58,310
5,000 4,000

797,138 800,947

支出計（円） 3,117,920 3,117,920
収　支（円） 0 0

その他の管理経費（円） 392,729 342,496

人件費
修繕費

設備管理費
保安警備費
備品購入費
消耗品費
光熱水費
保険料
公租公課

その他施設管理費

備　考

使用料
使用料・利用料減免額

利用料金収入
委託料（指定管理料）

その他事業収入

実績

利用台数
回転率（利用台数/（収容台数×利用日数)）

項　　目

株式会社ジェイ・ケイ・リアルタイム
平成26年４月１日～平成31年３月31日

・駐車場の使用に関する業務
・駐車場の施設及び設備の維持管理
・駐車場使用料の徴収収納及び回数駐車券の販売に関する業務

事業
計画

利用台数
回転率（利用台数/（収容台数×利用日数)）

いわき市いわき駅西駐車場
いわき市駐車場条例

(3) 設置目的 　市街地における自動車の駐車場所を確保することにより、道路交通の円滑化
を図り、市民の利便に資する。

(4) 施設概要 　無人平面自走式駐車場
　施設面積　3,976㎡
　収容台数　148台
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５　評価（平成30年度の状況）
Ａ　基準や目標を上回る優れた管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｃ　概ね適正に管理されているが一部課題がある

Ｄ　協定等が遵守できていないなど、改善が必要である

(1)適正性の視点

(2)有効性の視点
　①施設の設置目的の達成

　②サービス向上の取り組み

(3)効率性の視点

(4)総合評価

(5)課題がある場合の今後の改善方法

・委託料の範囲内で適正な管理がなされている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・業務仕様書に基づき、適正な管理が行われている。
・精算機のトラブル等における迅速な対応など、駐車場利用者の利便性向上に寄与している。

・条例・規定等に基づき、駐車場の管理業務、使用料の徴収・収納及び回数駐車券の販売業務等適
正に履行されている。
・業務仕様書の基準通り、施設の保守管理、修繕、清掃業務等が適正に履行されている。
・危機管理対応マニュアルを整備し、災害・事故等にも適切な対応をしている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・市街地に自動車の駐車場所を確保することにより、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資す
るという設置目的は達成されている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・利用者へのトラブル対応については、迅速に行われている。
・消耗品の交換、場内清掃等適切に行われている。
・平商店会連合会の共通駐車サービス券事業へ参加し、商店会等との交流もスムーズに行われてい
る。

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている
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指定管理者による施設管理状況評価票（平成30年度の管理状況）

所管部課 都市建設部　都市復興推進課
１　施設の概要
(1) 施設名称
(2) 根拠条例

２　指定管理者の概要
(1) 指定管理者名称
(2) 指定期間 非公募
(3) 事業・業務概要（指定管理者の業務の範囲）

３　施設利用状況（施設利用者数・施設稼動状況等を記入）
項　　目 29年度 30年度 備　考

34,900 16,448
1.59 0.75

16,448 22,906
0.75 1.05

４　使用料・利用料・経費の推移（決算額）
　※その他の管理経費は、市が直接支出する修繕費等の額

29年度決算 30年度決算
(指定管理者) (指定管理者)

6,074,680 10,871,740 市歳入

3,229,200 3,229,200
4,200 4,200 原子力給付金

収入計（円） 3,233,400 3,233,400
1,029,833 655,717

0 0
486,000 486,000
436,540 851,472

0 0
41,288 23,532
459,375 482,981
72,350 71,740
5,000 4,000

703,014 657,958

支出計（円） 3,233,400 3,233,400
収　支（円） 0 0

その他の管理経費（円） 116,640 116,640

人件費
修繕費

設備管理費
保安警備費
備品購入費
消耗品費
光熱水費
保険料
公租公課

その他施設管理費

備　考

使用料
使用料・利用料減免額

利用料金収入
委託料（指定管理料）

その他事業収入

実績

利用台数
回転率(利用台数/(収容台数×利用日数))

項　　目

株式会社ジェイ・ケイ・リアルタイム
平成29年４月１日～平成31年３月31日

・駐車場の使用に関する業務
・駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
・駐車場使用料の徴収収納及び回数駐車券の販売に関する業務

事業
計画

利用台数
回転率(利用台数/(収容台数×利用日数))

いわき市いわき駅北口駐車場
いわき市駐車場条例

(3) 設置目的 　市街地における自動車の駐車場所を確保することにより、道路交通の円滑化
を図り、市民の利便に資する。

(4) 施設概要 　無人平面自走式駐車場
　施設面積　4,744.5㎡
　収容台数　60台
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５　評価（平成30年度の状況）
Ａ　基準や目標を上回る優れた管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｃ　概ね適正に管理されているが一部課題がある

Ｄ　協定等が遵守できていないなど、改善が必要である

(1)適正性の視点

(2)有効性の視点
　①施設の設置目的の達成

　②サービス向上の取り組み

(3)効率性の視点

(4)総合評価

(5)課題がある場合の今後の改善方法

・委託料の範囲内で適正な管理がなされている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・業務仕様書に基づき、適正な管理が行われている。
・精算機のトラブル等における迅速な対応など、駐車場利用者の利便性向上に寄与している。

・条例・協定等の規定に基づき、駐車場の管理業務、使用料の徴収・収納及び回数駐車券の販売業
務等適正に履行されている。
・業務仕様書の基準通り、施設の保守管理、修繕、清掃業務等が適正に履行されている。
・危機管理対応マニュアルを整備し、災害・事故等にも適切な対応をしている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・市街地に自動車の駐車場所を確保することにより、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資す
るという設置目的は達成されている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・利用者へのトラブル対応については、迅速に行われている。
・消耗品の交換、場内清掃等適切に行われている。

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている
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指定管理者による施設管理状況評価票（平成30年度の管理状況）

所管部課 都市建設部　都市復興推進課
１　施設の概要
(1) 施設名称
(2) 根拠条例

２　指定管理者の概要
(1) 指定管理者名称
(2) 指定期間 公募
(3) 事業・業務概要（指定管理者の業務の範囲）

３　施設利用状況（施設利用者数・施設稼動状況等を記入）
項　　目 29年度 30年度 備　考

147,426 148,523
7.77 7.83

144,140 134,455
7.59 7.08

４　使用料・利用料・経費の推移（決算額）
　※その他の管理経費は、市が直接支出する修繕費等の額

29年度決算 30年度決算
(指定管理者) (指定管理者)

11,686,400 10,305,400 市歳入

2,809,630 2,809,630
4,200 4,200 原子力給付金

収入計（円） 2,813,830 2,813,830
531,882 603,930

0 0
486,000 486,000
763,945 709,560

0 0
55,803 59,734
74,760 88,274
51,795 51,270
5,000 4,000

844,645 811,062

支出計（円） 2,813,830 2,813,830
収　支（円） 0 0

その他の管理経費（円） 53,491 263,999

人件費
修繕費

設備管理費
保安警備費
備品購入費
消耗品費
光熱水費
保険料
公租公課

その他施設管理費

備　考

使用料
使用料・利用料減免額

利用料金収入
委託料（指定管理料）

その他事業収入

実績

利用台数
回転率(利用台数/(収容台数×利用日数))

項　　目

株式会社ジェイ・ケイ・リアルタイム
平成26年４月１日～平成31年３月31日

・駐車場の使用に関する業務
・駐車場の施設及び設備の維持管理
・駐車場使用料の徴収収納及び回数駐車券の販売に関する業務

事業
計画

利用台数
回転率(利用台数/(収容台数×利用日数))

いわき市湯本駅前広場駐車場
いわき市駐車場条例

(3) 設置目的 　市街地における自動車の駐車場所を確保することにより、道路交通の円滑化
を図り、市民の利便に資する。

(4) 施設概要 　無人平面自走式駐車場
　施設面積　1,236㎡
　収容台数　52台
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５　評価（平成30年度の状況）
Ａ　基準や目標を上回る優れた管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｃ　概ね適正に管理されているが一部課題がある

Ｄ　協定等が遵守できていないなど、改善が必要である

(1)適正性の視点

(2)有効性の視点
　①施設の設置目的の達成

　②サービス向上の取り組み

(3)効率性の視点

(4)総合評価

(5)課題がある場合の今後の改善方法

・委託料の範囲内で適正な管理がなされている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・業務仕様書に基づき、適正な管理が行われている。
・精算機のトラブル等における迅速な対応など、駐車場利用者の利便性向上に寄与している。

・条例・協定等の規定に基づき、駐車場の管理業務、使用料の徴収・収納及び回数駐車券の販売業
務等適正に履行されている。
・業務仕様書の基準通り、施設の保守管理、修繕、清掃業務等が適正に履行されている。
・危機管理対応マニュアルを整備し、災害・事故等にも適切な対応をしている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・市街地に自動車の駐車場所を確保することにより、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資す
るという設置目的は達成されている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・利用者のトラブル対応については、迅速に行われている。
・消耗品の交換、場内清掃等適切に行われている。

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている
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指定管理者による施設管理状況評価票（平成30年度の管理状況）

所管部課 都市建設部　都市復興推進課
１　施設の概要
(1) 施設名称
(2) 根拠条例

２　指定管理者の概要
(1) 指定管理者名称
(2) 指定期間 公募
(3) 事業・業務概要（指定管理者の業務の範囲）

３　施設利用状況（施設利用者数・施設稼動状況等を記入）
項　　目 29年度 30年度 備　考

94,183 92,647
10.32 10.15

89,972 85,671
9.86 9.39

４　使用料・利用料・経費の推移（決算額）
　※その他の管理経費は、市が直接支出する修繕費等の額

29年度決算 30年度決算
(指定管理者) (指定管理者)

3,204,000 2,825,400 市歳入

2,226,180 2,226,180
4,200 4,200 原子力給付金

収入計（円） 2,230,380 2,230,380
498,685 500,356

0 0
486,000 486,000
436,540 473,040

0 0
41,288 41,374
61,159 61,861
50,205 49,680
5,000 4,000

651,503 614,069

支出計（円） 2,230,380 2,230,380
収　支（円） 0 0

その他の管理経費（円） 287,010 465,297

人件費
修繕費

設備管理費
保安警備費
備品購入費
消耗品費
光熱水費
保険料
公租公課

その他施設管理費

備　考

使用料
使用料・利用料減免額

利用料金収入
委託料（指定管理料）

その他事業収入

実績

利用台数
回転率(利用台数/(収容台数×利用日数))

項　　目

株式会社ジェイ・ケイ・リアルタイム
平成26年４月１日～平成31年３月31日

・駐車場の使用に関する業務
・駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
・駐車場使用料の徴収収納及び回数駐車券の販売に関する業務

事業
計画

利用台数
回転率(利用台数/(収容台数×利用日数))

いわき市植田駅前広場駐車場
いわき市駐車場条例

(3) 設置目的 　市街地における自動車の駐車場所を確保することにより、道路交通の円滑化
を図り、市民の利便に資する。

(4) 施設概要 　無人平面自走式駐車場
　施設面積　580㎡
　収容台数　25台
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５　評価（平成30年度の状況）
Ａ　基準や目標を上回る優れた管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｃ　概ね適正に管理されているが一部課題がある

Ｄ　協定等が遵守できていないなど、改善が必要である

(1)適正性の視点

(2)有効性の視点
　①施設の設置目的の達成

　②サービス向上の取り組み

(3)効率性の視点

(4)総合評価

(5)課題がある場合の今後の改善方法

・委託料の範囲内で適正な管理がなされている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・業務仕様書に基づき、適正な管理が行われている。
・精算機のトラブル等における迅速な対応など、駐車場利用者の利便性向上に寄与している。

・条例・協定等の規定に基づき、駐車場の管理業務、使用料の徴収・収納及び回数駐車券の販売業
務等適正に履行されている。
・業務仕様書の基準通り、施設の保守管理、修繕、清掃業務等が適正に履行されている。
・危機管理対応マニュアルを整備し、災害・事故等にも適切な対応をしている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・市街地に自動車の駐車場所を確保することにより、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資す
るという設置目的は達成されている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・利用者へのトラブル対応については、迅速に行われている。
・消耗品の交換、場内清掃等適切に行われている。

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている
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指定管理者による施設管理状況評価票（平成30年度の管理状況）

所管部課 都市建設部　公園緑地課
１　施設の概要
(1) 施設名称
(2) 根拠条例

２　指定管理者の概要
(1) 指定管理者名称
(2) 指定期間 公募
(3) 事業・業務概要（指定管理者の業務の範囲）

３　施設利用状況（施設利用者数・施設稼動状況等を記入）
項　　目 29年度 30年度 備　考

49,500 47,800
2,000 2,000

51,332 49,241
2,500 1,030

186 118

４　使用料・利用料・経費の推移（決算額）
　※その他の管理経費は、市が直接支出する修繕費等の額

29年度決算 30年度決算
(指定管理者) (指定管理者)

18,320,101 19,576,867

304,320,000 304,519,000
5,157,264 5,160,372

収入計（円） 309,477,264 309,679,372
60,849,495 64,734,661
22,157,283 19,419,917
20,621,124 16,907,666

0 0
586,008 554,320

6,859,905 6,101,653
45,453,984 42,496,524
1,233,443 1,308,700
3,988,184 4,394,217

161,347,995 163,181,770

支出計（円） 323,097,421 319,099,428
収　支（円） -13,620,157 -9,420,056

その他の管理経費（円） 0 0

人件費
修繕費

設備管理費
保安警備費
備品購入費
消耗品費
光熱水費
保険料
公租公課

その他施設管理費

備　考

使用料
使用料・利用料減免額

利用料金収入
委託料（指定管理料）

その他事業収入

実績

マリンタワー利用者数(人)
野外音楽堂利用者数（人）
自主事業参加者数（人）

項　　目

一般財団法人いわき市公園緑地観光公社
平成26年４月１日～平成31年３月31日

　公園緑地の愛護思想の普及や啓発、市民の公園緑地の利用促進と都市緑化の推進を目的とし
て、主な業務として、①公園施設の利用許可など利用促進に関すること、②公園緑地の維持管理
に関すること、③緑化推進事業に関することを主な業務としている。

事業
計画

マリンタワー利用者数(人)
野外音楽堂利用者数（人）
自主事業参加者数（人）

いわき市都市公園
いわき市都市公園条例

(3) 設置目的 　都市公園や緑地は、①景観保全、②防災性の向上、③心身の健康の維持増進
や余暇活動としてのレクリエーションの場、④地球温暖化の防止など、緑豊か
なまちづくりのための大きな役割を担っており、全体の福祉の増進に寄与す
る。

(4) 施設概要 ・近隣公園以上の44公園（別添一覧参照）
・合計敷地面積：3,046,489㎡
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５　評価（平成30年度の状況）
Ａ　基準や目標を上回る優れた管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｃ　概ね適正に管理されているが一部課題がある

Ｄ　協定等が遵守できていないなど、改善が必要である

(1)適正性の視点

(2)有効性の視点
　①施設の設置目的の達成

　②サービス向上の取り組み

(3)効率性の視点

(4)総合評価

(5)課題がある場合の今後の改善方法

・他の施設（上荒川運動公園）との連携により、迅速かつ効率性の良い管理を行った。
・維持管理体制（直営作業）の確立により迅速な対応が行われている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・法令・協定等の規定に基づき、個人情報保護や情報公開のための文書の管理、施設の安全管理な
どについて、適正に執行されている。
・適切な施設の維持管理が行われており、施設の設置目的に沿った成果が得られているものの、時
に施設利用者からの快適性についての要望があり、一層の管理の徹底が求められる。

・施設の維持管理の面では特に問題はないが、日常的巡回等を含め、機動的に対応できる体制づく
りや、施設の現況調査等に基づく計画的な維持管理を行うなど、より密度の高い施設管理を期待す
る。
・施設管理に有効な意見・ニーズ等を広く収集し、業務に効果的に反映していくなど、より質の高
い市民サービスの提供を期待する。

・法令・協定等の規定に基づき、個人情報保護や情報公開のための文書の管理、施設の安全管理な
どについて、適正に執行されている。
・施設の予約、使用許可事務が適正に行われている。
・業務の一部外部委託について、適正に行われている。
・災害、危機時のマニュアルが整備されている。
・事故防止等の対策がとられている。

Ｂ　適正な管理が行われている

・適切な施設の維持管理が行われており、施設の設置目的に沿った成果が得られているものの、時
に施設利用者からの快適性についての要望があり、一層の管理の徹底が求められる。

Ｂ　適正な管理が行われている

・主要施設（21世紀の森公園等）において各種自主事業を実施し、利用者サービス及び施設の利用
促進を図ったほか、指定管理者ホームページにより、公園施設等のPRを行ったが、今後は、さらに
利用者の意向を的確に把握し、施設運営等に反映する取り組みが必要である。

Ｂ　適正な管理が行われている

Ｂ　適正な管理が行われている
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公園名 所在地（代表）
面積
(㎡)

主な公園施設

 観音山公園 常磐湯本町三函314 24,000 トイレ

 舘下公園 四倉町字西三丁目2-3 1,000 トイレ

 矢田川公園 小名浜林城字日代鳥20 45,000 多目的広場、トイレ、駐車場

 横町公園 小名浜字蛭川南140-2 10,000 多目的広場、トイレ

 平中央公園 平字三崎1 15,000 池、噴水、展望デッキ

 天上田公園 内郷御厩町二丁目59 15,000 多目的広場、トイレ、駐車場

 白土公園 平字愛谷町四丁目7-1 13,800 多目的広場、トイレ

 吉野谷公園 中央台飯野三丁目1-1 30,000 多目的広場、テニスコート、トイレ

 吹松公園 小名浜字吹松16-19 13,000 多目的広場、トイレ、駐車場

 玉露中央公園 泉玉露四丁目9 13,000 多目的広場、テニスコート、トイレ

 走熊公園 中央台鹿島一丁目55-1 27,000 多目的広場、トイレ、駐車場

 東田中央公園 東田町二丁目9-7 12,000 多目的広場、トイレ

 丹後沢公園 平字旧城跡4-7 32,000 多目的広場、トイレ、池

 泉ヶ丘中央公園 泉ヶ丘二丁目10-11 10,300 多目的広場、トイレ

 元気の丘公園 南台一丁目20-1 21,500 多目的広場、トイレ、テニスコート、駐車場

 中部工業団地公園 中部工業団地50 13,800 多目的広場、駐車場

 山口公園 平上山口字下大沢2-5 37,000 多目的広場、トイレ、駐車場

 金山公園 金山町朝日台1 49,000 多目的広場、トイレ、テニスコート

 好間中央公園 好間工業団地24-5 67,000 噴水、テニスコート、駐車場

 松ヶ岡公園 平字薬王寺台3 36,000 トイレ、池、駐車場

総合  21世紀の森公園 常磐水野谷町竜ケ沢308 633,000
野球場、球技場、多目的広場、屋内多目的広場、トイ
レ、テニスコート、管理棟、駐車場

 水石山公園 三和町合戸字内畑280 583,000 展望台、トイレ、駐車場

 新舞子浜公園 平藤間字川前63 190,000 展望台、トイレ、駐車場、沼、野外音楽堂

 御幸山公園 常磐湯本町天王崎121-2 100,000 トイレ

 三崎公園 小名浜下神白字大作33 596,000
マリンタワー、野外音楽堂、潮見台、沈砂池、
管理棟、多目的広場、トイレ、駐車場

 勿来の関公園 勿来町関田字長沢5-1 247,000 体験学習施設、展望台、トイレ、駐車場

 白土緑地 平字東町25 4,900

 新川西緑地 平字長橋町70 5,000

 新川東緑地 平字正内町132 16,000 トイレ

 金谷緑地 内郷綴町金谷26-4 1,300

 中部工業団地緑地 中部工業団地22 6,100

 鹿島緑地 中央台鹿島三丁目9-9 10,000

 若葉台緑道 若葉台一丁目3-10 2,300

 中央台北緑道 中央台飯野一丁目18-1 4,300

 洋向台緑道 洋向台一丁目39-8 700

 泉ヶ丘緑道 泉町本谷字入77-26 3,200

 玉露中央緑道 泉玉露四丁目7-20 2,500

 玉露西緑道 泉玉露六丁目6-18 4,700

 飯野緑道 中央台飯野三丁目4-6 9,300

 高久緑道 平下山口字桃木沢103-1 12,900

 高久遊歩道 中央台高久二丁目9-1 17,900 虹の橋

街区  スポットパーク好間 好間町下好間字向山103-3 6,000 トイレ、駐車場

 丸山公園 常磐藤原町湯ノ岳3 101,236 トイレ、駐車場、動物舎、池

 湯の岳公園 内郷高野町川平75-5 3,753 展望台、トイレ

面積計　　　 3,046,489

その他

公社管理公園一覧

近
隣

地区

風致

緑地

緑道
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