
資料提供 

１ 概要 

〇 茨城県では、「資産の有効活用」による歳入の確保を図るため、「ネーミングライツ・パ

ートナー（施設命名権者）」を募集します。 
〇 「ネーミングライツ」とは、公共施設等に団体名や商品名等を冠した通称（※）を付与する権利

で、通称を施設等の名称として使用する代わりに、ネーミングライツ・パートナー（施設命名

権者）からネーミングライツ料をいただくものです。 
    ※ 一般的な呼称として用いられる名称であり、本県の条例等で定められている正式な

施設名等を変更するものではありません。 
 
 
 
 
〇 応募があった施設等については、外部有識者等で構成される選定委員会において、 

提案内容（通称、ネーミングライツ料など）を審査して決定します。 

 
２ 対象施設 

1５７施設 ［別紙］募集対象施設一覧をご参照ください 

 
３ 応募方法 

  申請書に提案内容（対象施設、通称案、契約期間、ネーミングライツ料等）を記載のうえ、 

管財課公有財産維持活用推進室にご提出ください（電子メール可）。 

 

４ 募集期間 

  令和５年２月２０日（月）～３月１７日（金） 
 

※ 詳しくはホームページをご覧ください 

  https://www.pref.ibaraki.jp/somu/kanzai/koyu/meimei1.html 

   

 
 
 
 

【本件に関する問い合わせ先】 

茨城県総務部管財課 公有財産維持活用推進室 担当 根本 倉田 

 電 話 029-301-2380（直通） E-mail kanzai1@pref.ibaraki.lg.jp 

【ネーミングライツ・パートナーのメリット】 
・公共施設等に通称（企業名・商品名等）を表示することにより、企業名・商品名等を 
幅広くＰＲすることができます。 

ネーミングライツ 茨城県    検索  

茨城県 

ネーミングライツ・パートナー 

の募集について 



 
 

 

○建物系施設やインフラ系施設（歩道橋・ダムなど）を 

 

 ○建物系施設は年額５０万円から、インフラ系施設は 

 

（建物系施設の最低希望金額及び主な施設） 

最低希望金額 

（年額） 
主な施設 

５００万円   

県立図書館、笠間芸術の森公園、 

 

２００万円   

霞ヶ浦総合公園、千波公園、大洗公園、 

 

 

１００万円   笠松運動公園体育館ほか１３施設 

５０万円   鳥獣センターほか１７施設 

 

（インフラ系施設の最低希望金額） 

道路（須賀川大子線ほか１０箇所） ２９．６万円～５１９．２万円  

 歩道橋（千波歩道橋ほか９０箇所） １１万円、２２万円、３３万円  

ダム（竜神ダムほか６箇所） ３３万円～８２．５万円  

・今回募集施設の詳細は、別紙「募集対象施設一覧」のとおり 

今回の募集の特徴 

合わせ１５７施設を募集 

・これまでの導入施設は、別紙「現在の導入施設一覧」のとおり 

年額１１万円から応募可能 

国民宿舎「鵜の岬」・カントリープラザ「鵜の岬」 

県西総合公園、大子広域公園、 

鹿島灘海浜公園、砂沼広域公園、 

堀原運動公園武道館、りんりんスクエア土浦、 

県南生涯学習センター、県西生涯学習センター、 

県民の森、青少年会館 



＜募集対象施設一覧＞ [別紙]

番号 施設名 所在市町村
最低希望金額
（万円/年）

契約期間
（年）

所管課

1 県立図書館 水戸市 500 ３～５ 生涯学習課

2 笠間芸術の森公園 笠間市 500 ３～５

3 県西総合公園 筑西市 500 ３～５

4 大子広域公園 大子町 500 ３～５

5
国民宿舎「鵜の岬」
・カントリープラザ「鵜の岬」

日立市 500 １ 営業企画課

6 霞ヶ浦総合公園 土浦市 200 ３～５

7 千波公園 水戸市 200 ３～５

8 大洗公園 大洗町 200 ３～５

9 鹿島灘海浜公園 鉾田市 200 ３～５

10 砂沼広域公園 下妻市 200 ３～５

11 堀原運動公園武道館 水戸市 200 ３～５ 保健体育課

12 りんりんスクエア土浦 土浦市 200 ３～５ スポーツ推進課

13 県南生涯学習センター 土浦市 200 ３～５

14 県西生涯学習センター 筑西市 200 ３～５

15 県民の森 那珂市 200 ３～５ 林政課

16 青少年会館 水戸市 200 ３～５ 青少年家庭課

17 笠松運動公園体育館 那珂市 100 ３～５ 保健体育課

18 鹿行生涯学習センター 行方市 100 ３～５

19 県北生涯学習センター 日立市 100 ３～５

20 水戸生涯学習センター 水戸市 100 ３～５

21 白浜少年自然の家 行方市 100 ３～５

22 中央青年の家 土浦市 100 ３～５

23 水郷県民の森 潮来市 100 ３～５

24 森のカルチャーセンター 那珂市 100 ３～５

25 植物園 那珂市 100 ３～５

都市整備課

生涯学習課

生涯学習課

林政課

都市整備課



＜募集対象施設一覧＞ [別紙]

番号 施設名 所在市町村
最低希望金額
（万円/年）

契約期間
（年）

所管課

26 赤塚公園 つくば市 100 ３～５

27 港公園 神栖市 100 ３～５

28 北浦川緑地 取手市 100 ３～５

29 茨城空港公園 小美玉市 100 ３～５ 空港対策課

30 那珂湊漁港駐車場 ひたちなか市 100 ３～５ 水産振興課

31 鳥獣センター 那珂市 50 ３～５ 環境政策課

32 きのこ博士館 那珂市 50 ３～５

33 奥久慈憩いの森 大子町 50 ３～５

34 波崎漁港海岸休憩施設 神栖市 50 ３～５

35 波崎漁港浄化施設 神栖市 50 ３～５

36 那珂湊漁港水門 ひたちなか市 50 ３～５

37 あすなろの郷 水戸市 50 ３～５

38
視覚障害者福祉センター
・点字図書館

水戸市 50 ３～５

39
聴覚障害者福祉センター
やすらぎ

水戸市 50 ３～５

40 ライフル射撃場 桜川市 50 ３～５ 保健体育課

41 つくば創業プラザ つくば市 50 ３～５ 技術革新課

42 土浦港の港湾施設 土浦市 50 ３～５ 港湾課

43 茨城学園 那珂市 50 ３～５

44 ラーク・ハイツ 非公表 50 ３～５

45 若葉寮 非公表 50 ３～５

46 沢渡川緑地 水戸市 50 ３～５

47 桜川緑地 水戸市 50 ３～５

48 芸大緑地 取手市 50 ３～５

49～59 道路（11箇所） 大子町ほか 29.6～519.2 ３～５

60～150 歩道橋（91箇所） 水戸市ほか 11～33 ３～５

151～157 ダム（7箇所） 常陸太田市ほか 33～82.5 ３～５ 河川課

青少年家庭課

都市整備課

道路維持課

水産振興課

都市整備課

林政課

障害福祉課



施設名
ネーミングライツ
・パートナー

通称名

1 県民文化センター (株)廣澤精機製作所 ザ・ヒロサワ・シティ会館

2 取手競輪場 (株)ケイドリームス 楽天Ｋドリームスバンク取手

3
笠松運動公園
（屋内水泳プール兼
アイススケート場）

(株)山新 山新スイミングアリーナ

4
つくば国際会議場
（大ホール）

関彰商事（株） Leo Esaki メインホール

5
笠松運動公園
（陸上競技場）

水戸信用金庫 水戸信用金庫スタジアム

6
大洗マリンタワー
・港中央公園

ひたちなかエネルギーロジ
テック（株）

ひたちなかエネルギーロジテック
大洗マリンタワー・ひたちなか
エネルギーロジテック港中央公園

7 総合福祉会館 関彰商事（株）
セキショウ・ウェルビーイング
福祉会館

8
いばらき量子ビーム
研究センター

中山商事（株）
AYA'S LABORATORY 量子ビーム研究
センター

9 さしま少年自然の家 （株）坂東太郎 ばんどう太郎 さしま少年自然の家

10 茨城空港駐車場
（株）トヨタレンタリース
茨城

トヨタレンタリース 茨城空港駐車場

11 里美野外活動センター 学校法人リリー文化学園 リリーアカデミー キャンプセンター

12 笠原歩道橋 桂不動産（株） 桂不動産 笠原歩道橋

13 白山西小学校前歩道橋 桂不動産（株） 桂不動産 白山西小学校前歩道橋

14 大角豆歩道橋 桂不動産（株） 桂不動産 大角豆歩道橋

15 境町山神町歩道橋 （株）ほしいもの百貨
干し芋カフェ HOSHIIMONO 100 Café
境町山神町歩道橋

16 文京二丁目歩道橋 桂不動産（株） 桂不動産 文京二丁目歩道橋

17 阿見町役場前歩道橋 桂不動産（株） 桂不動産 阿見町役場前歩道橋

18 県庁東公園 （株）柴建築設計事務所 県庁東公園 SHIBA

○現在の導入施設一覧



桂不動産 笠原歩道橋 桂不動産 大角豆歩道橋

（笠原歩道橋） （大角豆歩道橋）

水戸信用金庫スタジアム セキショウ・ウェルビーイング福祉会館

（笠松運動公園 陸上競技場） （総合福祉会館）

＜インフラ系施設＞

楽天Ｋドリームスバンク取手 山新スイミングアリーナ

○現在の主な導入事例

＜建物系施設＞

（取手競輪場） （笠松運動公園 屋内水泳プール兼アイススケート場）


