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お知らせ

国営備北丘陵公園
～「ウインターイルミネーション 2015」実施結果 のお知らせ～
国営備北丘陵公園

ウインターイルミネーション

期間中の入園者数が過去最多を記録!!


ウインターイルミネーション期間中（11/14～1/11）の入園者数が「Ｖ字」復活、前年度より４割増加し、
過去最多（173,427 人）となりました。
（H27 年度 173,427 人 ← H25 年度 171,193 人）
一日の来園者数も過去最多を記録（H27 年度 19,957 人 ← H26 年度 17,291 人）
 特に、シンボルツリーの更新や「和」のイルミネーション、
「中国やまなみ街道」効果やリアルタイムの情
報提供等が入園者の増加につながりました。因みに、平成 27 年度の入園者数は 495，327 人（H28.1.11 現在）
※詳細は別紙－１をご覧ください。
★２～３月も新たな企画を実施いたしますので、是非お越しください。
イベント情報

■「冬咲きぼたん展」開催中
・・・・・・【別紙－２参照】
さとやま屋敷内の冬の日本庭園内に色鮮やかな「冬咲きぼたん」を展示し、来園者には花と日本屋敷・
庭園の味わいのある景色を楽しんでいただけます
開催期間：1 月 16 日（土）～2 月 21 日(日)
開催場所：ひばの里 さとやま屋敷

■「インドアガーデンコンテスト」開催予告
ガーデニングの愛好家だけでなく、大人から子どもまで、これからやってみようと
いう方々に、発表する場・コンテストの機会を提供することと、また花と緑の魅力を
再発見し、身近なガーデニングへの関心を深めていただくと共に、来園者の方々には
一足早い春をお楽しみいただきます。
開催期間：3/5（土）～3/18（金）
開催場所：大芝生広場 湖畔レストハウス 2F 多目的ホール

■「スイセンファンタジー２０１６」開催予告
3/19（土）～みのりの里 スイセンガーデンにおいて、日本最大規模！１２０万本・７００品種、園芸品種の
スイセンが丘一面に咲き広がり、花桃がアクセントを加えたここならではの風景をお楽しみいただけます。
開催期間：3/19（土）～4/8（金）
開催場所：みのりの里 スイセンガーデン

【開園時間】 9:30～16:30（入園時間は 1 時間前まで）
休園日：毎週月曜日（但し、月曜日が休日の場合は火曜日が休園日）

【入園料】 大人 410 円 ／ 小人（小・中学生）80 円 ／ 幼児無料 ／ シルバー料金 65 歳以上 210 円
【駐車料】 普通 310 円 ／ 大型 1,030 円 ／ 二輪 100 円 … 年間パスポート加入者は駐車場無料

お問い合わせ先
国土交通省 三次河川国道事務所
副所長（公園担当）
【担
当】 公園課長
【広報担当】 建設専門官
備北公園管理センター
管理センター長
【担
当】 企画係長

森山 博
砂子 和正
溝川 克巳
奥井 智裕
竹本 雄亮

電話番号 0824-72-5000 （国営備北丘陵公園分室）

電話番号 0824-72-7000

FAX 0824-72-7828

国営備北丘陵公園 ウインターイルミネーション2015

実施結果

（別紙－１）

ウインターイルミネーション期間中（11/1４～1/1１）の入園者数が「V字」復活、
前年度より４割増加し、過去最多（17３,４２７人）となりました。
特に、シンボルツリーの更新や「和」のイルミネーション、「中国やまなみ街道」効果
やリアルタイムの情報提供等が入園者の増加につながりました。
■「中国やまなみ街道」効果

■イルミネーション期間中の総入園者数が過去最多を記録。
過去最多
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◇ 中国やまなみ街道全線開通により、
岡山県からの入園車両の増加が顕著
H27：5,167台 ← H26：3,122台 66％増 伸び率1.4倍
全体 H27：53,511台←H26：36,846台 45％増
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■リアルタイムな情報提供
◇ SNSを活用しリアルタイムで公園情報を提供
期間中の公園HPアクセス数は過去最高を記録 38％増
H27年度 約214千回 ← H26年度 約154千回
FB「いいね！」
会期末：5,377件 ← 会期始：4,479件 20％増

◇イルミネーションの静と動

n(回答者数)=215
N(回 答 数)=801
※H27年度イルミ期間(休日)
アンケート調査結果より

◇単日来園者数も過去最多を記録
１９，９５７人（平成２７年11月22日） ← １７，２９１人（平成２6年11月23日）

◇ 広島県と連携し、県政情報ラック（コンビニ・大型複合施
設・百貨店）へチラシ配架、中国地方の大学・短大に情報
提供(35校)

別紙－2
2016 年 1 月 8 日

PRESS RELEASE
備北の丘の花情報

冬咲きぼたん展

国営備北丘陵公園 備北公園管理センター
〒727-0021 広島県庄原市三日市町 4-10
管理センター長： 奥井（おくい）
企画係長：
竹本（たけもと）
TEL：0824-72-7000 FAX：0824-72-7828
メール：bihoku-kikaku@quartz.ocn.ne.jp

冬に咲くように開花時期を調整したぼたんを
ひばの里 さとやま屋敷に展示します。
ぼたんには藁帽子（藁のコモ）をかぶせて化粧をし、
味わいのある景色をご覧いただけます。

お問い合わせ先

RELEASE
PRESS

備北の丘の花情報

冬の風物詩

冬咲きぼたん

真っ白な雪景色に映える、
色鮮やかな冬咲きぼたん。
冬の日本庭園の中、
寒さに耐えながら凛と咲く花姿は
毎年人気です。

