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令和４年度 

団体利用の手引き 

令和４年３月発行 

 

新型コロナウイルス感染拡大を防止し、 

安心してご入館いただくための手引きです 

 

「水と緑の館・展望タワー」に 

ご入館されない団体様におかれましても 

混雑状況等把握のため、 

ご利用日一週間前までにお知らせください。 
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1. 令和４年度「水と緑の館・展望タワー」ご入館につきまして 

 

展望タワー耐震工事に伴い、下記の期間、展望タワーを閉鎖いたします。 

期間中は、展示室のみ、ご入館いただけます。 

また、期間中の水と緑の館（展示室）入館料を下記のとおり変更いたします。 

 

【期間】  ２０２２年５月１０日（火） ～ ８月３１日（水）※予定 ★５月９日は休園日 

 

【水と緑の館（展示室）入館料】 

           上記期間中は、無料となります。 

 

※ 上記期間中にご利用の団体様におかれましては、引き続き混雑状況把握の

ため、お手数ですが「団体入園受付票」にてお申込みください。 

 

以上、ご理解・ご了承下さいますようお願いいたします。 
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2. ガイドライン 

・水と緑の館・展望タワーは事前予約とします。(貸切制ではございません） 

・混雑時の最長ご入館時間は 60分とさせていただきます。 

・ご入館時刻は当園にて指定（FAX返信）させていただきます。 

※ご希望に沿えない場合や、お昼の時間帯にかかる場合などがございます。 

※当日は、時間厳守でお願いします。交通事情等により遅延した場合でも、入館時間の変更・ 

延長はできかねます。 

※貸切制ではございませんので、一般個人のお客様・他団体様とご入館が重なる場合がご

ざいます。       

・体調がすぐれない、37.5 度以上の発熱や咳などの症状がある場合はご入館いただけませ

ん。 

※事前に検温をお願いいたします。 

・ご入館の際は、手指の消毒・マスクの着用をお願いいたします。 

・エレベーター内における会話は禁止とさせていただきます。 

・ソーシャルディスタンスの必要距離制限に伴い、混雑時には入場規制を行う場合がござい

ます。 

・見学順序等詳細は「R４年度 団体利用の手引き内」をご参考ください。 

・ＤＶＤの貸出は行っておりません。 

・雨天時の昼食は、従来通り連絡通路またはバス内にてお願いいたします。 

・地域の非常事態宣言の発令等、急きょ閉館になる場合もございます。 

・水屋は従来通り自由見学となりますが、３密を避けてご見学ください。 

・社会科見学を優先にさせていただきます。 

・保育園・幼稚園団体様におかれましては、当日空きがある場合のみご入館いただけます。 
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3. 団体利用のお申し込み 

・園内のみご利用分は、随時受付中です。 

・展望タワーへのご入館は、2022年４月１日～５月８日までのご利用分を受付しておりま

す。  

・５月１０日～８月３１日（※予定）までのご入館は、展示室のみとなります。★５月９日は休園日 

 

※2022年９月１日以降の「水と緑の館・展望タワー」ご利用分は、８月１日（月）午前 9：00

より受付開始となります。 

 
1） 「団体入園受付票」の FAX送信 

 

・FAXにて受付けております。（電話では受け付けていません） 

① 「団体入園受付票」（P14・16）をコピーしていただくか、ホームページよりダウンロード

し、お手持ちのプリンターで印刷してください。 

 

②「団体入園受付票」に必要事項をご記入の上、木曽三川公園管理センターまで FAX で 

お送りください。 

※少人数でご利用の場合でも、お知らせください。 

※お客様が快適にご利用頂けるよう事前に調整を行う場合がございますので、ご利用日

一週間前までにお送りください。 

 

FAX番号：0584-54-5533 

  

2） 受付確認の FAX送信 

・受付確認として、木曽三川公園管理センターから「団体入園受付票（返信）」を FAX いたし

ますので、内容をご確認下さい。 

・「団体入園受付票」送信より 5 日経過しても「団体入園受付票（返信）」が届かない場合には、

お問い合わせください。  TEL番号：0584-54-5531 
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4. 下見について 

下見の方法 

 

・下見でご来園の場合は、事前に木曽三川公園管理センターにご連絡ください。 

      （「団体入園受付票」にご記入いただいた場合は不要です） 

・お知らせいただく項目は、団体名・人数・下見予定日等です。 

 

1） 下見可能日時 

・開園日・閉園時間をお確かめのうえ、閉園 1時間前までにお越しください。 

 

2） 下見当日の料金 

・「水と緑の館・展望タワー」は、社会見学下見の教育関係者の方 1団体につき、1回のみ 

5名様まで入館は無料です。 

・ご利用予定の教育関係者様以外を同伴される下見は、ご遠慮ください。 

※駐車料金・入園料は無料です。 

 

3） 下見当日の利用方法 

 

ご利用の際には、「R４年度団体利用の手引き」を必ずご一読ください。 

 

お車でご来園の場合は、第 1もしくは第 2駐車場をご利用ください。 

公園内「水と緑の館・展望タワー」受付にて「団体入園受付票（返信）」のご提示または団体名

をお伝えください。 

受付後、ご自由にお下見ください。 

ご不明な点がございましたら、受付までお問い合わせください。 
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5. 利用当日の流れ 

1） 入退園 

 

入園 

バスでご来園の場合・・・バス乗降場は一方通行のため、油島大橋東の信号より（愛知県側か

ら左折、三重県側から右折して）入っていただき、バス専用乗降車場をご利用ください。 

そちらで先生と生徒さんが降車後、バスは第 1駐車場へ回送をお願いいたします。 

（大型バス・マイクロバスは、第 2駐車場をご利用いただけません） 

※緊急時以外の館内放送園内放送はいたしかねます。必ず集合時間、集合場所等を生徒さ

んに お伝えください。 

園内では３つの密を避け、大きな声で話しかけないなどご協力くださいます様お願いいたし

ます。 

退園 

退園時のご連絡は不要でございます。 

お気をつけてお帰り下さいませ。 

お帰りの時間に合わせて、バスを専用乗降車場にまわしていただいてもかまいません。 
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2） 施設の利用 （「水と緑の館・展望タワー」、映画鑑賞をご利用の場合） 

 

① 当日の利用時間について 

「水と緑の館・展望タワー」空き状況をご確認の上、団体入園受付票にて事前にお申し込み 

ください。 

※ご希望に添えない場合、お昼の時間帯にかかる場合等がございます。 

※貸切り制ではございませんので、他団体様及び一般個人のお客様もご入館されます。 

※時間厳守でお願いします。交通事情等により遅延した場合でも、入館時間の変更・延長は

できませんのでご了承下さい。 

上記、予めご了承くださいますようお願いいたします。 

 

・代表者様は、ご予約された入館時間の１５分前までには受付にお越しください。 

・当日の入館者数の確認と料金の精算をお願いいたします。 

また、事前に皆さまの検温実施及び当日の正確な参加人数を把握していただきますよう 

お願いいたします。 

 

水と緑の館・展望タワー入館料 

   おとな こども（小・中学生） 

一 般  630円  300円 

団 

体  

20人以上 

510円 

240円 

80人以上 

（こどものみ） 
180円 

回数券（１１枚綴）  6,300円  3,100円 

※1 減免の対象の方  320円  150円 

 

※1身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、 

手帳（コピー可）の提示があったご本人及び介護者１人。 

※団体料金は、規定の人数以上のご利用の場合のみ適用となります。 
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②お支払 

お支払いは、現金もしくは指定旅行社のクーポンのみとなります。 

  ・クーポンをご利用の際は当日お忘れのないようお願い致します。 

  ・指定旅行社（JTB・全旅・名鉄観光・日本旅行・近畿日本ツーリスト・東武トップツアーズ） 

 ・引率の先生の「水と緑の館・展望タワー」への入館は無料です。 

 

※団体料金をご利用の際のご注意 

 ・当日規定の団体人数に満たない場合には、単価が変わります。予めご了承ください。 

   ・クーポンご利用で当日人数変更があった場合、 

      1） 単価が変わらない場合・・・不参加証明を発行いたします。 

      2） 単価が変わる場合・・・クーポン再発行となります。 

 

③タワー入館 

※混雑時の最長ご入館時間は６０分とさせていただきます。 

展望タワーゲートより先は、お手洗いがございません。 

入館前に必ず「水と緑の館 1階」もしくは「管理棟 1階」のお手洗いを利用してお時間まで外

でお待ちください。 

お時間になりましたら、係の者が誘導いたします。事前にお決めのグループ毎にお進みくだ

さい。 

ゲートにて人数をカウントし、最後尾の先生に確認していただきます。 

エレベーター前ではグループ毎に間隔を空けてお並びください。 

エレベーター内における会話は禁止とさせていただきます。 

 

見学順序は、 受付 → 展望階 → 展示室 の順でお願いいたします。 
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④映画鑑賞 

映画鑑賞は、展示室内にて 2本立てを繰り返し上映いたします。 

※間隔をあけて、ご自由にご鑑賞下さい。 

 

映画の内容 

宝暦治水のお話 

12分程度で昔言葉になっております。 

多少難しくなっておりますが、平田靱負（ひらたゆきえ）公に関しては詳しく学んでいただ

けます。 

デレーケさんとの冒険  

15分程度の現代言葉で大変わかりやすい内容となっております。 

輪中に住んでいた人々の苦労を知ることができると共に、改修工事について学んでいた

だけます。 

※DVDの貸出は行っておりません。 

 

⑤昼食をお召し上がりの場合 

晴れた日は、芝生広場などご利用ください。 

雨の日は、屋根があるところが少なくなっております。 

南ゾーンと北ゾーンを結ぶ連絡通路（他のお客様の通行の妨げにならないように）または、

バスの中でお願いします。 

 

その他注意事項 

    * 展望タワーゲートより一度出られますと再入館はできません。 

    * 入館後、トイレに行かれる場合は受付にお申し付けください。 

    * 忘れ物が大変多くなっています。持ち物には必ず記名をお願いいたします。 

      （学校名とお名前があると、連絡がスムーズでございます。） 

    * 傘等お荷物のお預かりはいたしかねます。 
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耐震工事期間中（２０２２年５月１０日～８月３１日※予定）は、展望階を閉鎖いたします。 

展示室のみご入館いただけます。★５月９日は休園日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

Ａ 

エレベーター 

ゲート 

５/10～8/31（予定）閉鎖となります 

★５月９日は休園日 
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耐震工事期間中（２０２２年５月１０日～８月３１日※予定）は、展望階を閉鎖いたします。 

展示室のみご入館いただけます。★５月９日は休園日 

 

 

  

５/10～8/31（予定）閉鎖となります 

★５月９日は休園日 
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⑤救護・災害時 

 ・  救護室をご利用の場合は水と緑の館受付スタッフもしくは管理センターにお申し付け 

ください。 

・ 簡単な救急用品（包帯、ガーゼ、絆創膏、消毒液など）はご用意しておりますが、飲み薬、

塗り薬はございませんので、必要と思われる薬はご用意ください。医療行為は行えませ

ん。 

 ・  AED（自動体外式除細動器）は、「水と緑の館・展望タワー」及び管理センターに設置し

ています。 

・ 救急車等の緊急車両を要請したい場合には、スタッフまたは管理センターまでご連絡く

ださい。 

・ 直接要請された場合にも、園内での緊急車両の誘導が必要となります。できるだけ早く

到着させるためにも必ず近くのスタッフまたは管理センターまでご連絡ください。 

その際、傷病者のお名前・性別・年齢・傷病の状況・出血の有無・場所などの情報をお伝

えください。 

・ 緊急時対応の為、こちらからご連絡させていただく場合もございますので、緊急時の連

絡先となっている携帯電話等の電源は切らないようお願い致します。 

・ 地震の避難場所   

「北ゾーンしばふ広場」・「南ゾーンバスストップ」・「南ゾーンレストラン駐車場」 

    園内放送、係員の指示にしたがって、避難してください。 

避難場所・AED設置場所 
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耐震工事期間中（２０２２年５月１０日～８月３１日※予定）は、展望階を閉鎖いたします。 

展示室のみご入館いただけます。★５月９日は休園日 
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耐震工事期間中（２０２２年５月１０日～８月３１日※予定）は、展望階を閉鎖いたします。 

展示室のみご入館いただけます。★５月９日は休園日 
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耐震工事期間中（２０２２年５月１０日～８月３１日※予定）は、展望階を閉鎖いたします。 

展示室のみご入館いただけます。★５月９日は休園日 

 


