
令和２年度事業計画 

 

Ⅰ 事 業 方 針 

 

 公社は、「神戸市域の農業及び漁業の振興に資する事業を実施することにより、市民福祉の

向上と市域農漁業の発展に寄与する」という定款の目的に基いて、令和２年度も、引き続き

神戸ワインの製造・販売や六甲山牧場、海づり公園などのレクリエーション施設の管理運営、

神戸ワイナリー（農業公園）やフルーツ・フラワーパーク、栽培漁業センターの管理運営な

ど、神戸市の農漁業振興施策の一翼を担う事業を行っていく。 

 

Ⅱ 事 業 計 画 

 

 本計画を着実に実施することで、利益目標の達成、営業キャッシュフローの確保ならびに

長期借入金の着実な返済を行っていく。 

また、一般法人法に基づき一定の正味財産を確保するよう留意しながら、さらなる経営の

健全化に役職員一丸となって取り組んでいく。 

 

１．施設管理運営に関する事業  １，１８０，３８０千円 

 

 （1）六甲山牧場（指定管理者事業）  ４１０，５５６千円 

  「自然・動物とのふれあいにより生まれる非日常的かつ牧歌的な空間の創出」をコンセ

プトに、引き続き適切に施設の管理運営を行う。 

シープドックショーなどの常設イベントや季節ごとのイベント、食やウールの体験、動

物とのふれあい体験などの事業の充実を図るとともに、割引チケットの配布や山上施設と

の連携強化に取り組み、集客の増加を図る。 

神戸市からの受託事業として、神戸ビーフの素となる但馬牛の飼育を行う。 

また、来場者に足裏の消毒、手指の洗浄の徹底を図るとともに、新たに、超音波噴霧器に

よる消毒を行うなど、防疫体制を徹底し、安心、安全な運営を実施する。 

  ア 六甲山牧場管理運営事業  １６３，３２７千円 

① 入場料金徴収業務   

入場料金 104,316 千円  

入場者数 303,000 人   

② 駐車場料金徴収業務   

駐車料金 35,218 千円  

駐車台数  大型車 370台   

      普通車 76,000 台   



      合 計 76,370 台   

③ 但馬牛飼育業務 10,227 千円  

④ その他 13,566 千円  

 

  イ 六甲山牧場自主事業  ２４７，２２９千円 

① 売店   

収入金額 170,310 千円  

(内 訳)   

チーズ館売店 85,000 千円  

レストハウス売店 47,200 千円  

商品外販 38,110 千円  

② テナント   

収入金額 25,675 千円  

(内 訳)   

レストラン神戸チーズ 9,100 千円  

レストランシープベル 5,720 千円  

レストランデルパパ 5,005 千円  

南売店 5,850 千円  

③ チーズ製造  製造個数 23,000個 

④ まきば夢工房体験事業    

収入金額 20,500 千円  利用人数 22,300人 

⑤ ポニー引き馬    

収入金額 9,818 千円  利用人数 18,000人 

⑥ その他   

収入金額 20,926 千円  

 

 （2）海づり公園（指定管理者事業）  １４９，６３３千円 

  利用者の安全確保と満足度アップに重点を置いた運営に取り組むとともに、釣り関係業

界とタイアップしたイベントや、親子釣り教室など初心者や小中学生等を対象とした教室

の充実を図る。 

また、ナイター営業日の拡大、釣りシーズンの無休営業、年末年始の開園などを行うこ

とにより、平磯海づり公園の集客増加を図る。 

なお、須磨海づり公園については、神戸市と協力しながら適切な維持管理に努める。 

  ア 海づり公園管理運営事業  ９９，０５３千円 

① 入場料金徴収業務   

入園料金 62,569 千円  



入園者数 88,200 人   

② 駐車場料金徴収業務   

駐車料金 17,393 千円  

駐車台数 34,900 台   

③ 施設維持管理業務(須磨海づり公園) 

 19,091 千円  

 

  イ 海づり公園自主事業  ５０，５８０千円 

① 売店   

収入金額 46,729 千円  

(内 訳)   

売 店 44,206 千円  

自動販売機 2,523 千円  

② 活魚販売   

収入金額 2,849 千円  販売尾数 1,500尾 

③ その他   

収入金額 1,002 千円   

 

 （3）水産体験学習館（指定管理者事業）  ２８，４９３千円 

 神戸の漁業を中心に紹介するとともに、塩づくり、乾のりづくり、海の恵み体験などを

通じて漁業に親しみや理解を深めていただき、引き続き魚食の普及向上に取り組む。 

  ア 水産体験学習館管理事業  １１，０００千円 

入館者数 400,000 人   

   

  イ 水産体験学習館自主事業  １７，４９３千円 

   

 （4）フルーツ・フラワーパーク  ３７１，９９６千円 

地域農業の活性化、農業や食への理解を深めるための施設運営、地域農家のニーズに沿

った野菜等の栽培・指導等の事業を実施する。 

また、関係機関と連携し、園内で栽培した果実や花などの展示及び販売や、ファームサ

ーカスなどのテナント事業者と連携したイベントを開催するなど、施設の魅力向上を図る。 

  ア フルーツ・フラワーパーク管理事業 ２６５，０７９千円 

入場者数 1,200,000人   

   

① 園芸バイテク事業 28,587 千円  

② 花壇事業 54,681 千円  



③ 果樹事業 47,093 千円  

④ 施設管理事業 134,067 千円  

⑤ その他 651千円  

 

  イ フルーツ・フラワーパーク自主事業 １０６，９１７千円 

① 売店 39,100 千円  

② 自動販売機 2,462 千円  

③ テナント 17,846 千円  

④ その他 47,509 千円  

 

 （5）神戸ワイナリー（農業公園）  ９０，５００千円 

施設の維持管理や修景業務を行うとともに、ワイナリーツアーの充実、春と秋のワイン

まつりや他分野とコラボレーションしたイベントの開催、地産地消をテーマにしたレスト

ランやバーベキュー場の運営など、賑わいを創出することにより集客の増加を図る。 

神戸市が進める農業公園の再整備計画をふまえ、関連施設と連携を図りながら、農漁業

振興の視点で取り組んでいく。 

  ア 農業公園管理事業 ６９，４３７千円 

入園者数 180,000 人   

  イ 農業公園自主事業  ２１，０６３千円 

① レストラン等（テナント） 15,985 千円  

② 軽食堂（テナント） 2,830 千円  

③ 自動販売機 1,185 千円  

④ その他 1,063 千円  

 

 （6）神戸市西部域漁港  ７３，９８９千円 

兵庫区、長田区、須磨区及び垂水区内にある漁港等の緑地管理、清掃、道路及び通路管

理、監視・保安警備等を実施する。 

 

 （7）栽培漁業センター  ５５，２１３千円 

施設の維持管理の他、ヒラメ、キジハタ、マダイ、マコガレイ、アサリ、マナマコ等魚介

類の飼育・放流及び、栽培漁業に関する情報収集・発信等の業務を実施する。 

また、小学生を対象とした授業の一環として、見学受け入れ業務などを実施する。 

 

 

 

 



２．自主事業  ４０７，１３５千円 

 

 （1）神戸ワイン事業  ３７７，５９８千円 

  平成３０年に実施された日本ワイン表示の厳格化に適切に対応することにより、引き続

き「神戸産ぶどう１００％」「安全・安心で美味しい」品質の高いワインの製造・販売に取

り組む。 

原料用ぶどうの栽培については、生産量を増やすのではなく、品質重視の方向に段階的

にシフトしていくことを生産者と一体となって進めており、摘房の実施やグレープガード

の適用範囲拡大等、さらなる品質の向上を図る。 

ブランド価値をより一層高め、高品質なワインの製造や販売に努めるとともに、神戸市

の食都神戸事業と連携しながら、現在取引のある中国・米国・台湾など海外販売強化に引

き続き取り組む。 

ワイン用ブドウ収穫量 320ｔ   

     醸造量 157kℓ（720mℓ換算で 218千本）     

     販売量 250千本（720mℓ換算）        

 

 （2）その他自主事業  ２９，５３７千円 

  ア 有機関連事業   

収入金額 8,539 千円  

(内 訳)   

     堆肥斡旋 4,962 千円  斡旋数量 1,813ｔ 

     その他 3,577 千円  

   

  イ 駐車場管理運営事業   

収入金額 20,998 千円  

(内 訳)   

若宮駐車場（須磨区） 3,273 千円 月極利用台数    720台 

ＪＲ道場駅前駐車場 17,725 千円 月極利用台数    544台 

  時間貸利用台数 29,675台 

 


