
令和 5年度 1月発行

団体向け
沖縄こどもの国
活用プログラム

9:30~18:00

営業時間：

●沖縄こどもの国入場料
　
　小人（４才～小学生）　　100円　　 80円
　中人（中学生・高校生）　  200円　　150円
　大人　　　　　　   500円　　400円

10月～3月4月～9月

9:30~17:30

一般 団体

※3歳以下は無料です。
※団体料金は有料入場者の人数が20人以上からの適応です。
※学校等の団体の引率は無料です
※ワンダーミュージアムご利用の場合、
　別途入館料（4歳～高校生100円・大人200円）が必要です。

休園日
火曜日

※ただし、火曜日が祝日
　の場合は翌平日休園、
　学校が長期休みの場合は
　開園となります。

団体利用の際には事前の下見をお勧めしております。下見の場合無料でご来場いただけます。
（来園時に入園ゲートにて下見で来られたことをお話ください。）
※園内整備工事のためご迷惑をおかけしております。通れない場所や動物の展示場所が移動になっている場所もありますので、
　ぜひ事前に下見でお越しいただき順路をご確認ください。

http://www.okzm.jp 沖縄こどもの国

公式facebook・instagram・twitterでも
沖縄こどもの国情報発信中！

団体プログラムに関して、下見時打ち合わせ・ご相談等を希望される場合は予約ページの備考欄に
書き込んでください。

入園ゲートにて手続きを行い、団体プログラム利用の旨をゲートスタッフにお伝えください。

集合時間になりましたら指定の場所ヘお越しください。

来園が中止になった場合は、沖縄こどもの国（TEL：098-933-4190）までご連絡ください。
団体プログラムを申し込んでいる場合は、その旨もお伝えください。

来園が決まったら

下見

当日

入園

団体プログラムの実施

来園が中止になった場合

TEL：098-933-4190

沖動展第322号・沖動販第322号・沖動賃第322号・沖動保第322号

〒904-0021　沖縄県沖縄市胡屋5-7-1
メール：info@okzm.jp

公式Facebook

@okinawakodomonokuni

公式Instagram

@okinawakodomonokuni

公式Twitter

@OkinawaZoo

沖縄こどもの国情報をチェック♪

公式YouTubeチャンネル

公式LINE

❶ 団体入園の予約 と ❷ 団体プログラムの申込 を済ませてください。

https://www.okzm.jp/business/
沖縄こどもの国のホームページにアクセスします。

もしくは

団体予約専用ページ

にて、
 （ご希望の場合のみ）

WEB
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沖縄こどもの国 園内ＭＡＰ

先生方、引率のみなさまへ

沖縄を含む琉球弧は、
世界的にみても地球上にここにしかない自然を有し、
それらに育まれた特異的な文化を持つ場所です。

沖縄こどもの国は博物館相当の教育普及施設であり、
身近な琉球弧の自然や文化について発信し、
「人をつくり・環境をつくり・沖縄の未来をつくる」
ことを財団理念としています。

園内には、皆様に長年馴染みのある動物園をはじめ、
ワンダーミュージアム、水とみどりの広場、ふるさと園など、
こどもたちの好奇心や感性を刺激する、
様々な体験や学びの場が園内にひろがっています。

様々な体験の中で驚きと発見に出会い、
学びを深める団体プログラムを
提供させていただいております。

団体でのご利用にあたり
ご不明な点やお手伝いが必要な事などがありましたら、
どうぞお気軽にお問合わせ、ご相談ください。

2023 年 1月現在
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※一部工事中のエリアがあります。最新の情報は、沖縄こどもの国公式ホームページをご覧ください。

工事中
R5 年 9月
再開予定
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プログラム名 1人あたり
の金額

1団体の
受入限度数

体験
時間 内容

14ゆし豆腐作り体験

15黒糖作り体験

300 円 30 人 60 分

300 円 20 人 120 分

16沖縄の自然 無料 60人

沖縄は、世界中から見てもここにしかない自然があり、
それらに育まれた特異的な文化を有する地域です。
世界に誇れる沖縄について、楽しく学んでみませんか？

備考

小学校 3年生まで：沖縄の自然
の特徴についてのお話と
いきものクイズを行います。
小学校高学年～：コウモリ・
カエル・トカゲ・ヘビ・昆虫・
鳥のテーマから講話を
選択可能です。

『ふるさと園』を見学しながら
各自でワークシートを解きます。
その後スタッフより解説・
質疑応答を行います。

大豆をしぼるところから
ゆし豆腐作り体験を行います。

在来家畜と黒糖の歴史のお話と、
キビを絞るところから始める
黒糖づくりです。

30 分

60 分
〜

対象年齢以下の場合は
保護者同伴などを
お願いします。

収穫時期の関係で
12 月～ 2月のみ受付

定員数を超える場合は
入れ替え制等で対応
します。
ご相談ください。

15 分 所要時間は、スタッフ
による解説・質疑応答
のみを指します。
本プログラムは、沖縄
こどもの国ワークシート
と組み合わせてご利用
することも可能です。

17沖縄の昔のくらし 無料

対象

5 才以上

小学生以上

小学校
高学年以上

小学校
高学年以上

60 人

指導要領の単元

小・中・高全学年「総合学習」

小学 4年社会科単元
「地域で受けつがれてきたもの」

※記載の単元は一例です

小学 4年社会科単元
「地域で受けつがれてきたもの」

小学 5年国語課単元
「固有種が教えてくれること」

小学 6年理科単元
「地球に生きる」

プログラム名 1個 / 回
あたりの金額

1団体の
受入限度数 体験受付時間 備考

先着 1団体のみ受付

❶ヤギ・ヒツジへのえさやり体験

❷ゾウへのえさやり体験

200 円 10 個 10:00~11:30
13:30~16:00

※マスク着用または相当の対応をお願いします。
※動物の体調や天候等により、当日中止になる場合もございます。ご了承ください。

300 円 30 個 11:00・14:00～15:00

❸ウマへのえさやり体験 200 円 40 個 11:00 以降

❹乗馬体験 500 円 40 人 14:30～16:00 平日のみ受付

指導要領の単元
※記載の単元は一例です

小学 1年生活課単元
「なかよく  なろうね  
                         小さなともだち」

小学 4年理科単元
「動物のからだのつくりと運動」

祝日を除く水曜日

先着 3団体のみ受付

❺見て  さわって  学ぼう！ いきもの教室 無料 40人 ①10:00~10:15
②10:30~10:45
③11:00~11:15
④11:30~11:45
⑤12:00~12:15
⑥12:30~12:45

平日のみ受付

モルモットの触り方のお話と、
実際に背中をなでる体験を行います。

飼育動物たちからもらった素材（動物のうんこ・毛・足型など）を使用した、ものづくり体験のプログラムです。

プログラム名 1人あたり
の金額

1団体の
受入限度数

体験
時間 内容

❻羊毛を使ったもの作り

❼動物うんこペーパー作り

300 円 20 人 60 分

300 円 30 人 60 分

❽動物うんこストラップ作り 300 円 40 人 60 分

飼育しているヒツジや家畜のお話と、
羊毛を使ったコースターづくり体験を行います。

草食動物のうんこについてのお話のあと、
うんことパルプを使用した紙すき体験を行います。

動物のうんこについてのお話のあと、
うんこを観察しながらストラップを作ります。

小学 6年理科単元
「動物のからだのはたらき」

小学 1年生活科単元
「なかよく なろうね 小さな ともだち」

指導要領の単元
※記載の単元は一例です

　実験ワークショップ以外は雨天のみの予約をすることが可能です。
＊夏休み・春休み期間中は期間限定メニューがあります。ＨＰなどでご確認ください。
＊ワンダーミュージアムご利用時間とは別に、団体プログラム利用時間を設定いたします。
　団体プログラム申込用紙にご希望時間をご記入ください。

プログラム名 1人あたり
の金額

1団体の
受入限度数

体験
時間 内容

19空気の実験＊空気砲作り

●水溶液実験

400 円 50 人 60 分

100 円

50 人 60 分

●鏡の実験＊万華鏡づくり 400 円 50 人 60 分

指導要領の単元

18オリジナル缶バッジ作り 350 円

60 分

紙のボイド管を使用して 1人１個
手持ちの空気砲を作ります。でき
あがった空気砲で実験にも
チャレンジします。

紅イモ粉を溶かした水を使用し、
水溶液のグループ分け実験を
行います。

小学 2年生活科単元
「作って　ためして」
小学 4年生理科単元
「空気・水の性質」

小学 5年生理科単元
「物のとけ方」
小学 6年理科単元
「水溶液の性質と
　　　　　　はたらき」

小学 3年理科単元
「光と音の性質」
中学 1年理科単元
「身のまわりの現象」

30 人

鏡の反射を利用した実験を行った後、
各自オリジナルの万華鏡を作ります。

専用台紙にクーピーで
好きな絵を描き、マシーンで押して
オリジナル缶バッジを作ります。

備考

31 名以上の場合には、
グループ分けを行うなどの
調整あり。

動物の顔や模様の座学を
行い、動物モチーフの
バッジにすることも可能。

※記載の単元は一例です

小学 2年生活科単元
「作って　ためして」

21

20

❹

❻

❽

14

15

プログラム名

❾動物の観察

10野生のいきものさがそう

12動物のたんじょう

13生き物の仲間分け

指導要領の単元

動物園には飼育している動物たちはもちろん、野生の生き物たちも生息しています。
飼育動物をじっくり観察したり、野生のいきものを探したり、
新たな「視点」をもって動物園を楽しんでみませんか？

小学 1年生活科単元
「なかよく　なろうね　小さな　ともだち」
小学 2年国語単元「かんさつ名人に　なろう」

ヒトと小動物の心音くらべと、ポイントを絞った
小動物の観察を体験します。

小学 1年生活科単元
「なかよく　なろうね　小さな　ともだち」
小学 2年生活科単元「秋はどこにやってきた」
小学 4年理科単元「生き物の 1年をふり返って」

いきものワークシートで園内の野生のいきもの探しを
各自で行います。
その後スタッフよりまとめのお話を行います。

飼育動物の誕生を動画などで紹介するとともに、
動物の発生についての講話を行います。

小学１年国語単元「どうぶつの赤ちゃん」
小学 5年理科単元「魚の誕生」

園内で生き物の仲間分けシートを各自で作成します。
作成後、生き物の分類についてスタッフより講話を行います。

中学１年理科単元
「いろいろな生物とその共通点」

内容 ※記載の単元は一例です

11バッタ図鑑を作ろう せせらぎゾーンでバッタをつかまえて、観察しながら、
自分だけの図鑑を作ります。

小学 1年生活科単元「のはらであそぼう」
小学 2年生活科単元「生きものをつかまえよう」
小学 3年理科単元「こん虫を調べよう」

体験
時間

60 分

45 分

60 分
〜

45 分
60 分
〜

始：10分
終：10分

始：10分
終：10分

❷

❾

18



遠足でのご来園が充実するよう、事前学習や園内での様々なセルフ学習ツールがあります。
すべて無料でご利用いただけます。

指導要領の単元

小・中・高全学年単元「全教科」
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プログラム名 内容

園内を散策しながら利用できるように作られたワークシートです。
動物を観察する時や、ふるさと園での見学の際に、
調べ学習のテキストとして用いることができます。
教員用の詳しい解説もありますので、遠足や動物園での学習等にご利用ください。

当園HPより
ダウンロードしてください。
HPトップページ
　　　　　→ご利用案内へ

ワークシート内容：・沖縄こどもの国ワークシート　・沖縄の昔のくらし　

飼育動物に関するオリジナルの 3択クイズを５枚つづりにして、
解答・解説とセットで貸出いたします。
団体様のペースにあわせて、引率者より出題・解答ができます。

団体プログラム申込書
の備考欄に、希望する動物種
か当日回るコースなど
をご記入ください。
ご来園当日メインゲートにて
貸出いたします。

クイズ内容：・クモザルのしっぽはどのように使う？
　　　　　　・カンガルーの赤ちゃんが生まれた時の大きさはどれくらい？　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などなど

●沖縄こどもの国ワークシート27

利用方法

●動物クイ ZOOで楽しもう28

命に限りある生き物たちは、死んだ後も私たちにたくさんのことを
教えてくれます。沖縄こどもの国では、骨格標本をはじめとし、足型や毛皮・
うんこ・毛などの様々な標本を保存しています。標本は、主に教育や研究
といった目的の場合、学校などの団体向けに無料で貸出を行っています。

メールまたは FAX で
お問合せください。
貸し出す標本の種類や日程
などを調整後に、
備品貸出申請書を
提出していただきます。受取方法：標本の移動用の梱包材料をご準備の上、

　　　　　チルドレンズセンター地下 1F 事務所へお越しください。

●動物標本の貸し出し29

プログラム名 指導要領の単元内容

沖縄こどもの国には、動物園やワンダーミュージアムのお仕事だけではなく、
その他にもいろいろなお仕事があります。
「いろいろな職種の紹介」「飼育員」「飼育員と獣医」のテーマから１つ選んでいただくことができます。

小・中・高全学年キャリア教育園内で働くいろいろな人の仕事内容についての講話●沖縄こどもの国のお仕事26
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営業時間
夏時間 （４～９月） 9：30 17：00 18：00

冬時間 （10～３月） 9：30 16：30 17：30

開園時間 最終入園時間 閉園時間

※ワンダーミュージアムの閉館時間は、閉園時間の30分前です。
※一部の動物は閉園時間前に収容するため、見られない場合があり
　ます。なお、収容時間を公式ホームページにてご案内しています。

休園日

毎週火曜日、年末年始（12/30～1/1）

※火曜日が祝日の場合は営業、翌平日に休園となります。
※春・夏・冬休み期間中は、火曜日も営業します。

¥200

¥100

ワンダーミュージアム入館料

¥100
※一般、団体ともに同一料金です。※一回限りの入館料です。再入館はできません。
※ワンダーミュージアムに入館するには、
　沖縄こどもの国入場料とワンダーミュージアム入館料の両方が必要です。

入場料

大人 ¥500 ¥400

中学・高校生 ¥200 ¥150

一般 団体

¥100 ¥80４歳～小学生

※団体料金は、有料のお客様20名以上から適用されます。
 （事前の団体予約が必要です。）
※３歳以下は無料です。

科学の楽しさに触れる驚きの実験ショー！※他プログラムもあります。ご相談ください。

プログラム名 1人あたり
の金額

1団体の
受入限度数

体験
時間 内容

●ケミカル実験ショー

●真空実験ショー

100 円 50 人 45 分

100 円

50 人 50 分

●海と二酸化炭素 100 円 50 人 45 分

指導要領の単元

●温度マイナス 196 100 円

45 分

化学薬品を用いた化学反応を楽しむショー。
ぞうの歯磨き粉実験やメントスガイザー、
消える青など驚き、楽しめる内容です。

空気がなくなる（少なくなる）とどうなるのか？
簡易真空実験装置を使い、真空に近い状況で
ものどう変化するのかを学びます。
最後に真空砲実験を行います。

小学 5年理科単元「物の溶け方」
小学 6年理科単元「水溶液の性質」
中学 1年理科単元「物質のすがた」
　　　　　　　　  「水溶液」
中学 2年理科単元「化学変化」
中学 3年理科単元「水溶液とイオン」

小学 4年理科単元「空気・水の性質」
小学 6年理科単元「生物と環境」
中学 1年理科単元「物質のすがた」
中学 3年理科単元「物質の成り立ち」

小学 3年理科単元「身の回りの生物」
小学 4年理科単元「空気・水の性質」
小学 5年理科単元「物の溶け方」
小学 6年理科単元「燃焼の仕組み」
「水溶液の性質」「生物と環境」
中学 3年理科単元「生物と環境」
「自然環境の保全と科学技術の利用」
環境学習　「地球温暖化」「酸性化」

50 人

地球温暖化について考えるショー。
温室効果ガズである二酸化炭素の性質を学び、
増えると海にどのような影響があるのか、
理科実験器具を多く使い実験します。

液体窒素を使った実験ショー。
低温でのものの凍り方を知ることができ、
最後に液体窒素で凍らせたマシュマロが食べられます。

※記載の単元は一例です

小学 4年理科単元
「空気・水の性質」「金属、水、空気と温度」
中学 1年理科単元
「物質のすがた」「状態変化」

22

23

24

25
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※利用団体および利用者別の料金取扱については以下の表をご参照ください。
※表中に該当のない場合やご不明な場合は、入場ゲートまたは創造みらい課担当までお問い合わせください。

対象内容

利用料金

備考沖縄こどもの国
入場料

ワンダー
ミュージアム
入館料

1
保育園（所）、学童、
幼稚園、小学校、
中学校、高等学校

❶ 4歳以上の園児・児童・生徒(A)→(A)＋父母等の計が20名未満

❷ 4歳以上の園児・児童・生徒(A)→(A)＋父母等の計が20名以上

❸ 引率者(先生)及びボランティア(父母等、家族等除く)

2 離島へき地の学校の児童生徒及び先生、父母等 20名に満たなくても
団体料金が適用されます。

3 特別支援学級の児童生徒（なかよし学級等）

4
特別支援学校、
放課後等
児童ディサービス

❶ 特別支援学校に在学する、または児童ディサービスを利用している児童・生徒

❷ 引率者(先生・施設職員)及びボランティア(父母等、家族等除く)

❸ 父母等(4歳以上の兄弟含む)→父母等の計が20名未満

❹ 父母等(4歳以上の兄弟含む)→父母等の計が20名以上

5
グループホーム、
就労支援施設等
障がい者福祉施設

❶ 施設・サービスを利用している本人

❷ 施設職員及びボランティア(父母等、家族等を除く)

❸ 父母等(4歳以上の兄弟含む)→父母等の計が20名未満

❹ 父母等(4歳以上の兄弟含む)→父母等の計が20名以上

6
その他の団体
(専門学校・塾・大学
・自治会等)

❶ 有料入場者が20名未満

❷ 有料入場者が20名以上

7 要保護・準保護の児童・生徒

8 送迎バスの運転手（添乗員、ガイド含む）

一般料金

一般料金

一般料金

団体料金

無料

有料

無料

有料

団体料金 有料

半額 有料

半額 有料

無料 無料

有料

団体料金 有料

半額 有料

無料 無料

有料

団体料金 有料

一般料金 有料

団体料金 有料

無料 無料

無料 無料

要減免申請書

要減免申請書

要減免申請書

生徒数21名につき1名無料。
20名未満の場合は一般料金。

要名簿・要減免申請書

※減免申請書類等の書類や提出方法についてはお問い合わせください。

島ウヮー

琉球犬

チャーン
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入園料とは別に、以下の利用料（入館料）が必要です。
・4歳 ~高校生：100 円
・大人　　　　：200 円
※3歳以下は無料です。
※1回限りの入館料です。再入館はできません。

・団体でのご利用は、以下の時間でご予約を承ります。
     ①   9 :30 ～10 :25（55分間）
     ②10 :30 ～11 :25（55分間）
     ③11 :30 ～12 :25（55分間）
     ④12 :30 ～13 :25（55分間）
     ⑤13 :30 ～14 :25（55分間）
※14：30 以降についてはお問い合わせ下さい。

・ご予約はお申込書先着順です。
・入館予定が多い場合は、館内での混乱を避け
　お子様の安全確保のため利用ができないことがあります。
・雨天のみでのご予約も承りますが、天候に関わらず
　ご利用予約の団体様が優先となります。そのため、ご予約後、
　時間変更の調整等をさせて頂く場合がございます。
　ご理解とご協力をお願いします。
・都合により、ご利用方法を変更させて
　いただく場合もございます。ご了承ください。

ワンダーミュージアムでは「理解と創造は驚きにはじまる」のコンセプトのもと、
こどもたちの好奇心や感性を刺激するハンズオン展示やワークショップを体験することができます。
不思議や驚きに出会い、自ら考え発見していくことを目指す、沖縄初・沖縄唯一のチルドレンズミュージアムです。

安全にお楽しみいただくために、ご理解とご協力をお願いします。

・春夏時間   4 月～ 9月   9 :30 ～17 :30
・秋冬時間 10 月～ 3月   9 :30 ～17 :00

ご利用時間

ご利用料金

ご利用方法

・館内ではゆっくり歩きましょう。
・順番を守り交代しながら遊びましょう。
・使ったあとはお片づけをしましょう。

1F

B1F

B2F

沖縄の伝統的な家屋を復元しました。郷土の気候風土に適した
独自の建築様式から先人たちの暮らしを学ぶことができます。

建物内には入れません。

開園時間内は随時ご覧いただけます。
ただし、イベントの開催などでご覧になれない場合もあります。

ご利用時間

その他

・春夏時間   4 月～ 9月   9 :45 ～17 :30
・秋冬時間 10 月～ 3月   9 :45 ～17 :00

ご利用時間

( 200 100

200 100

100

※年齢に関係なく利用者は全て有料となります（3歳以下も有料）。
※学校（保育園・幼稚園・小学校等）の引率者は無料。保護者は有料。
※1種類ののりものに対して、有料利用者が 20 名様以上の場合に、団体料金となります。

団体でご利用の際のお支払いは入場ゲートでお願いします。ご利用料金

のりものコーナーでは、テキサス号（汽車）や
メリーゴーランド等の乗り物が楽しめます。

ティラピア・コイ・プレコ（ヨロイナマズ）など、
池の魚釣りに挑戦するコーナーです。

・春夏時間   4 月～ 9月   10:00~12:00 / 13:00~17:00
・秋冬時間 10 月～ 3月   10:00~12:00 / 13:00~16:30

ご利用時間

※団体受付は平日上記時間帯のみ予約制となります。

ご利用料金

※釣った魚のお持ち帰りはできません。
※道具・餌の持ち込みはできません。
※団体料金は有料利用者が 20 名様以上で適用となります。

200

100100

300

ご予約は承っておりません。
当日各団体様にて場所を確保頂きご利用ください。

開園時間内は随時ご利用いただけます。
ただし、イベントの開催などでご利用いただけない場合もあります。

約 4,000 ㎡の芝生の広場は、レクレーションやお弁当の場所として
自由にご利用いただけます。芝生の広場を取り囲む池は、
沖縄本島最大の河川、比謝川の源流です。
池にはさまざまな野鳥が年中おとずれ、冬には越冬のため渡ってきた、
キンクロハジロや、ミサゴなどが観察できます。
気軽にバードウォッチングが楽しめます。

ご利用時間

その他

ミサゴ
キンクロハジロ♂

キンクロハジロ♀

【国指定登録文化財】



みらいバスのご利用について

・有料入場者 ( 引率者、3歳以下を除く ) が 20 名以上の団体に限ります。

・園内にて、ワンダーミュージアム、有料団体プログラム、乗り物（テキサス号 もしくはメリーゴーランド） 等の 有料オプションの
   ご利用のある団体に限ります。

※事前にWEBお申し込みが必要です。予約は 2カ月前の 1日 9:00 からとなります。（ただし、休園日の場合は翌営業日から）
※一団体につきご利用は 1台とさせていただきます。

※みらいバスは 2種類となります。

　各定員は、大型バスが 45名、マイクロバスが 27名です。

※高速道路利用の場合は高速料金の負担があります。

ご利用条件
45 名乗り大型バス

Q A
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Q  1

A  1

園内でお弁当を食べる場所はありますか？また、予約することはできますか？

お弁当の場所としてご利用いただけるのは、下記の場所です。　

ライオンズ・
さくら通り休憩所

動物センター
屋上デッキ

カスケード内

アークおきまる前 ふるさと園前

事務所軒下

ワンダーミュージ
アム入口横ひろば

ハイビスカス広場

ふれあい広場前

ステージ裏ステージ表大型テント水とみどりの広場

六角デッキ

イベント時などご利用頂けない場合もございます。予めご了承ください。また、ご予約の受付はしておらず、当日引率の方で

確保していただいております。なお、下記表の屋内施設につきましては、事前予約を承っております。ご希望される場合は

申込フォーマットの備考欄にご記入下さい。

Q  2

A  2 スペースに限りがありますので、雨天時には、各ゲートにて場所・時間を調整し、ご来園頂いている団体のみなさまへご案内
致します。ご理解とご協力をお願いします。

 

雨が降った場合、ぬれずにお弁当を食べられる場所はどこですか？

Q  5

A  5

減免申請書の対象と、手続きの仕方を知りたいです。

利用料金の減免の対象は、沖縄こども未来ゾーン条例施行規則第 7条第 2項に基づき以下の通りとなります。

(1) 身体障害者福祉法 ( 昭和 24 年法律第 283 号 ) の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳その他

       身体障害者であることを証するものを提示した場合　入園料の 5割相当額

(2) 児童福祉法 ( 昭和 22 年法律第 164 号 ) に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法 ( 昭和 35 年法律第 37 号 ) に規定する

       知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者で、療育手帳その他知的障害者であることを証するものを

　   提示した場合　入園料の 5割相当額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ( 昭和 25 年法律第 123 号 ) の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を

       受けている者で、精神障害者保健福祉手帳その他精神障害者であることを証するものを提示した場合　入園料の 5割相当額

(4) 介護を要する 65歳以上の者が利用する場合又は介護保険法 ( 平成 9年 12 月 17 日法律第 123 号 ) の規定により要介護者の

       認定を受けている者で、要介護者であることを証するものを提示した場合　入園料の 5割相当額

(5) 前各号に該当する者の介護者が利用する場合　介護される者 1人につき 1人までの介護者の入園料の全額

(6) 国民の祝日に関する法律 ( 昭和 23 年法律第 178 号 ) に規定する敬老の日に入園する 65歳以上の者が利用する場合

  　入園料の全額

(7) 県内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校 ( これに準じるものを含む。) の幼児、児童又は生徒を引率する者が

       利用する場合　入園料の全額

(8) 市が主催して利用する場合　利用料金の全額

(9) ふるさと園を人材育成目的として利用する場合　こども未来ゾーン入園料の全額

(10) 指定管理者が特別な理由があると認めた場合　指定管理者が定める額

上記（1）～（5）に該当する団体様は、WEB団体予約時に、「減免申請希望」と記載ください。当園よりメールにて、

「減免申請書」を送付いたします。

Q  3

A  3 感染症のリスクを下げるための措置なので、クラスまたはグループ毎に実施する等、利用方法や場所等をご相談させていただき、
出来る限り実施の方向で進めてまいります。動物みらい課担当までお問合せください。

定員 20名となっている団体プログラムに 100 名以上で参加したいのですが、可能ですか？

Q  4

A  4

こども達のペースに合わせて過ごさせたいので、ワンダーミュージアムの時間を 2時間予約したいのですが、可能ですか？

申し訳ございませんが、ご希望には添えません。できるだけ多くの方に利用していただけるよう、

また、こども達の安全確保等の観点から、団体利用は 55分間としております。ご了承ください。

研修室

活動フロア

2F ホール

チルドレンズセンター 床面積

105m

種別
２

380m２

381m２

利用料金
冷房料
利用料金
冷房料
利用料金
冷房料

金額 (1 時間）
¥1,300
¥600 

¥1,400
¥2,750 

¥3,250 
¥1,500 シャムワニ 


