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前橋公園・敷島公園における民間活力の 
導入効果に関するサウンディング 

説明資料 

群馬県前橋市 



資 料 内 容 
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１  前橋公園・敷島公園の位置 

２  前橋公園の敷地概要と現況写真 

３ 敷島公園の敷地概要と現況写真 

４ 年代別人口構成 

５ 前橋公園・敷島公園の歳入と歳出 

６ 前橋公園・敷島公園の利用者数 



ＪＲ前橋駅 

前橋公園 

敷島公園 

群馬県庁 

前橋市役所 

国道１７号 

国道５０号 
国道１７号 
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 前橋市は首都圏の北端に位置す
る群馬県の中で中央部に位置する
県庁所在都市です。人口は約３４万
人で、県内では高崎市と同じ中核市
です。 

 前橋公園は市の中心部に近く、「る
なぱあく」や「臨江閣」、親水エリアな
ど多様な楽しみ方ができる公園です。
敷島公園は、中心部からやや離れた
住宅地にあり、沢山の緑がある自然
豊かな公園です。 

１  前橋公園・敷島公園の位置 
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２  前橋公園の敷地概要と現況写真 



 ＜前橋公園 全景＞ 
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 ＜多目的広場ゾーン＞ 

＜修景ゾーン さちの池＞  ＜水辺・親水ゾーン＞  ＜多目的広場ゾーン＞ 



＜遊具広場ゾーン（るなぱあく）＞ 
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 ＜前橋公園管理センター＞  ＜歴史的建造物・日本庭園ゾーン＞ 

＜YAMADAグリーンドーム前橋（競輪場）＞ 

※前橋公園の施設ではありません 



 



 





 ＜エントランスゾーン＞ 
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 ○ 未活用施設 

 ＜水辺・親水ゾーン＞ 

 さちの池の南側にあるビジターセンターは、
現在資材置場になっています。位置もエントラ
ンスゾーンにあり、来園者のための利活用が
図れるか課題になっています。 

 水辺・親水ゾーンの最上流にあたる「源流の
滝」です。東日本大震災後、節電を図るためポ
ンプの稼動を極力抑えていることから、年間数
回しか動かしていません。滝下にはライトアッ
プ用の施設もあり、維持管理費や運転費が確
保できるか課題です。 



○Maebashi City 

敷 島 公 園 
Shikishima Park 

３  敷島公園の敷地概要と現況写真 

陸上競技場 

サッカー・ラグビー場 

水泳場 

野球場 

（サブ） 

陸上競技場 

敷島浄水場 



＜水辺・親水ゾーン ボート池＞  ＜水辺・親水ゾーン つり堀＞ 
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＜樹林ゾーン 松林＞ ＜散策・休憩ゾーン シダレザクラ＞ ＜遊具広場ゾーン＞ 



 ＜植物園ゾーン ばら園＞  ● 小温室・大温室 
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 ● 管理棟・緑化相談所  ● ばら園まつりのライトアップ 
 ＜展示・学習ゾーン＞ 

蚕糸記念館 





 



 



 





 ○ 未活用施設 

 ＜小温室・大温室＞ 

 ＜大温室内＞ 
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 ＜小温室内＞ 

 ばら園内に設置されている温室は大温室と小温室が
有り、大温室は植物園として整備されていますが、小温
室は企画展示などで利用しており、未利用の状態が多
い状況になっています。 
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４  年代別人口構成 
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５  前橋公園・敷島公園の歳入と歳出 

○前橋公園（るなぱあく含む）の歳入及び歳出（平成３０年度当初予算） 

【歳入】 

【歳出】 

項目 内容 金額（円） 構成比 

臨時・非常勤職員雇用保険料本人負担分 臨時・非常勤職員の雇用保険本人負担分 9,000 0.37% 

公園施設使用料（年間） 公園内バス旋回場所ほか公園使用料の収入 300,000 12.42% 

公園施設使用料（随時） 公園施設を使用する際の料金収入 656,000 27.16% 

自動販売機使用料 公園に設置されている自動販売機の設置料 1,400,000 57.97% 

日本庭園和室使用料 日本庭園に設置されている和室の使用料 40,000 1.66% 

野外ステージ使用料 多目的広場ゾーンの野外ステージ使用料 10,000 0.41% 

合 計 2,415,000   

項目 内容 金額（円） 構成比 

臨時職員賃金・非常勤職員報酬及び共済費 臨時・非常勤職員の賃金・報酬及び社会保険料等 3,557,000 4.28% 

需要費 
消耗品費、燃料費、光熱水費、庁用備品等修繕、 
車両等修繕、施設小破修繕 

16,210,000 19.52% 

役務費 電話代、車検手数料、自動車保険保険料 90,000 0.11% 

委託料 
樹木剪定、清掃委託（除草・清掃）、大型遊具点検、
指定管理者運営費用、花見警備、池清掃等 

49,555,000 59.66% 

賃借料 臨時駐車場土地賃借料 2,400,000 2.89% 

工事請負費 補修工事（電気設備、樹木補植、園路、遊具等） 9,350,000 11.26% 

備品購入費 事業用備品購入（刈払機、小型遊具、物置等） 1,809,000 2.18% 

負担金補助及び交付金等 発行済回数券精算金 35,000 0.04% 

公課費 自動車重量税 53,000 0.06% 

合 計 83,059,000   
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○ 敷島公園の歳入及び歳出（平成３０年度当初予算） 

【歳入】 

【歳出】 

項目 内容 金額 構成比 

臨時・非常勤職員雇用保険料本人負担分 臨時・非常勤職員の雇用保険本人負担分 21,000 0.45% 

自動販売機使用料 公園に設置されている自動販売機の設置料 1,884,000 40.39% 

ボート使用料 ボートの使用料 1,978,000 42.41% 

つり堀池使用料 つり堀池の使用料 65,000 1.39% 

ばら園緑化相談所使用料 ばら園内の緑化相談所の使用料 356,000 7.63% 

無料休憩所売店電気料実費徴収金 無料休憩所内の売店における電気料 360,000 7.72% 

合 計 4,664,000   

項目 内容 金額 構成比 

臨時職員賃金・非常勤職員報酬及び共済費 臨時・非常勤職員の賃金・報酬及び社会保険料等 7,929,000 12.31% 

需要費 
消耗品費、燃料費、光熱水費、庁用備品等修繕、 
車両等修繕、施設小破修繕 

14,665,000 22.76% 

役務費 
電話代、広告料、車検手数料、ボート利用券売り 
捌き手数料、自動車保険保険料 

567,000 0.88% 

委託料 
バラ管理業務、清掃委託（除草・清掃）、樹木管理、 
池清掃、ボート場管理、ばら園まつり警備 

35,496,000 55.09% 

賃借料 電子複写機の賃借料 26,000 0.04% 

工事請負費 補修工事（散水栓増設等） 1,000,000 1.55% 

原材料費 バラ苗、肥料、土の購入費 2,000,000 3.10% 

備品購入費 事業用備品購入（刈払機、刈刃研磨機等） 96,000 0.15% 

負担金補助及び交付金等 ばら園まつりに対する補助金 2,600,000 4.04% 

公課費 自動車重量税 53,000 0.08% 

合 計 64,432,000   
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６  前橋公園・敷島公園の年間利用者数 

○前橋公園（るなぱあく） 
  利用者数：年間１３０万人 

○敷島公園（群馬県管理区域を含め） 
  来園者数：年間１００万人以上 

※ばら園まつり 春：１７万人、秋：３万人 

《お問合せ先》 
 担当部署：前橋市 建設部 公園管理事務所 
 担  当  者：風間、関 
 お  電  話：０２７－２２５－２１１６ 
 E-mail    ：kouenkanri@city.maebashi.gunma.jp 


