
配布資料

とべもりジップラインのオープン及び関連イベントの開催について

１ とべもりジップラインの概要

えひめこどもの城ととべ動物園の魅力を一層向上するとともに、一体的な利用を促進す
るため、両施設の豊かな自然環境や高低差のある地形を最大限に活用してとべもりジップ
ライン（２コース）を整備。
３月13日（土）にオープニング式典を開催し、14日（日）から一般利用を開始する。

区分 ① こどもの城⇒動物園 ② 動物園⇒こどもの城

スタート地点 てっぺんとりで（標高150m） トラ舎前 （標高116m）

ゴール地点 トラ舎前 （標高115m） 芝生広場 （標高 94m）

距離・高低差 距離410m・高低差35m 距離320m・高低差22m

最高速度※ 約40～50km/h （体重80kg想定）

※体重のほか、風向きや風速、滑走時の姿勢により、滑走スピードは変化。

(２) 特 徴
①日本有数となる全長約730ｍ（四国最大スケール）のジップライン
②２本のワイヤーで、２人同時に並走可能
③こどもの城から池の上空を渡ってとべ動物園に着地するダイナミックなコース

(３) 一般利用 ３月14日（日）から開始
（３月 １日（月）からえひめこどもの城HPとべもりジップライン利用案内で予約受付）

２ 利用条件・料金等

（１）利用条件 年 齢：小学４年生以上 （高校生以下は、保護者の同意が必要）
（１）利用条件 体 格：ハーネスを安全に装着できること（身長約120㎝以上）

体 重：25㎏以上 （滑走時の総重量110㎏未満）
（２）運営時間 10：00～16：00 ［受付終了15：00］
（３）定 休 日 月・水 （月・水が祝日の場合はその翌日。） 年末年始
（４）料 金

（ジップライン（往復）ととべ動物園入園料の両方が必要です。）
（５）予約方法 ３月１日（月）から、えひめこどもの城HPとべもりジップライン利用案内で、利用

日時、人数などを指定して予約。利用の１時間前までに受付場所で料金を支払い。
（園内のタブレット端末からも予約可能。）

（６）受付場所 〈えひめこどもの城〉 あいあい児童館総合案内所
〈とべ動物園〉 トラ舎前ジップハウス

３ オープニング式典

（１）日 時 令和３年３月13日（土）11：00～11：50
（２）会 場 えひめこどもの城 くわがたのステージ（メイン会場）

てっぺんとりで （渡初めスタート地点）
とべ動物園 タイガーヒル （渡初めゴール地点及びスタート地点）

（３）内 容 開会/知事あいさつ
えひめ愛顔の子ども芸術祭“ひめっこアートフェスティバル”表彰式
とべもりジップライン渡初め（知事）/閉会

※式典終了後、報道関係者向けの説明会（体験可）を開催予定です。（12：30～14：00）

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により
変更の可能性があります。

子育て支援課

(１) 規 模 全長 約７３０ｍ （410ｍ+320ｍ）

料金区分
大人（18歳以上）

３，０００円

高校生

１，４００円

中学生・小学生

１，３００円

内
訳

ジップライン（往復） ２，５００円 １，２００円 １，２００円

とべ動物園入園料 ５００円 ２００円 １００円



４ 完成写真等

全景（イメージ）

ゴール＆スタート地点 とべ動物園 タイガーヒル

スタート地点 えひめこどもの城 ゴール地点 えひめこどもの城



５ オープニング関連イベント

【周遊イベント】

松丸くんからの謎解き挑戦状！ 2021

とべもりのどこかに松丸君が仕掛けた謎を、みんなで解き
ながら周遊するイベント。
すべての謎を解くには、開催期間中にえひめこどもの城、
とべ動物園、総合運動公園の３施設を巡ってください。
１日で全部解くもよし、何度かに分けて解いてもOKです。

（１）開催期間 2021年３月７日（日）～28日（日）
（２）開催場所 とべもり（えひめこどもの城・とべ動物園・総合運動公園）
（３）参 加 費 謎解き挑戦状の台紙 １枚100円 （イベント保険込み）

（とべ動物園は別途入園料が必要 小・中学生100円 高校生200円 18～64歳500円 65歳以上200円）

（４）参加方法

１ 謎解き挑戦の受付
（えひめこどもの城・
とべ動物園・総合運公園
へ行って、謎解き挑戦状
の台紙（１枚100円）を
手に入れる。

２ とべもり（えひめこども
の城・とべ動物園・総合
運動公園）で謎を解き、
謎解き挑戦状の台紙に
答えを書く。

３ 謎解きが終わったら、
受付（３つの施設どこ
でもＯＫ。）へ行って、
丸付け（答え合わせ）。

【とべもりチャレンジ♪ みんなでつながろう♪（SNS企画）】
松丸君からの謎解き挑戦状にチャレンジしている写真を撮影して、ハッシュタグ
（#とべもり謎解きチャレンジ）をつけてTwitterとInstagramでシェア（投稿）
してください。
シェアして下さった方には、抽選で松丸くんからのプレゼントを差し上げます！

とべもりジップラインのオープン記念として、話題の謎解きクリエーター
松丸亮吾さんが登場するステージイベントを開催します。
ひらめきと発想で、松丸くんが出題する謎解きにチャレンジしてください。

（１） 日 時 ３月14日（日）
午前の部 11時00分～
午後の部 ２時00分～

※（午前9時00分～ 整理券配布 （午前/午後とも））

（2） 会 場 えひめこどもの城 くわがたのステージ

（３） 定 員 各500人

（４） コロナ対策について ①マスク着用 ②手指消毒 ③検温・体調確認 ④ソーシャルディスタンスの確保
⑤えひめコロナお知らせネット及び接触感染防止アプリ COCOAの登録

（新型コロナウイルス感染状況により、イベント内容を変更する場合があります。）

お問合わせ 愛媛県保健福祉部生きがい推進局 子育て支援課 電話089-912-2413
えひめこどもの城（指定管理者 伊予鉄総合企画株式会社） 電話089-963-3300（水曜定休）

【コアイベント】 松丸くんと謎解き対決！



えひめこどもの城の概要
１ 背景・目的

近年、核家族化や都市化、少子化の進行等、子どもたちを取り巻く社会環境が大きく変化し、遊び場の減少や
自然体験等の不足、留守家庭児童の増加、交通事故の多発など、子どもの健やかな成長に対しさまざまな影響を
もたらしており、次代を担う子どもたちの健全育成を図ることは、大変重要な課題となっている。
このため、子どもたちが豊かな自然環境の中で、仲間同士や家族等とのふれあいを通じて、遊び体験をはじめ、

自然体験、社会・文化体験等さまざまな体験活動を行うことにより、創造性や自主性、社会性、豊かな感性等を
育むことができるとともに、県下の児童館等児童関連施設のセンターとなる機能や指導者の養成等を行う研究・
養成機能を持つ総合的な拠点施設として、本県の子どもたちの遊びと創造のシンボルとなる「えひめこどもの
城」を建設し、平成10年10月に開園した。

２ 設置場所 松山市西野町及び砥部町宮内にまたがる区域（県立とべ動物園隣接地）

３ 面 積 約34.6ｈａ

４ 施設の位置付け
児童福祉法に基づく児童厚生施設（児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操

を豊かにすることを目的とする施設）

５ 施設の機能
（１）大型児童館をはじめ各ゾーンの体験施設等において、子どもが遊びを通じて、仲間や家族等とふれあいなが

ら、自然、創造、運動、社会・文化等様々な体験活動ができ、子どもたちに興味と関心を喚起させる体験機能
（２）県内の児童館、児童センター等の情報把握や相互利用を図るほか、その運営等を指導するなど、県内児童館

等の連絡調整及び児童館活動の充実を図るための指導の役割を果たすセンター機能
（３）児童健全育成活動において活用できる各種遊びの内容や指導技術に関して、調査・開発等行い普及させると

ともに、児童厚生員（児童の遊びを指導する者）等児童館職員をはじめ児童健全育成活動の指導者やボラン
ティアの育成及び資質向上を図る研究・養成機能

６ 施設の概要
（１）体験施設 31.2ｈａ

① こどものまちゾーン（3.9ｈａ）
大型児童館［鉄筋コンクリート造３階建て 延床面積：4,072.22㎡］
１階 エントランスホール、こどもタワー 等
２階 多目的ホール、図書コーナー、相談コーナー、幼児コーナー、こども会議室、こどもエレベータ、

音楽室、みきゃんデジタルアートミュージアム、管理事務室 等
３階 ワークショップ、クッキングルーム、研修室、ボランティアルーム、おもちゃの歴史ギャラリー

等
屋上 探索園（錯視錯覚遊具）〔光の塔、空の塔、こだまの塔、風の塔、光のトンネル、こだまのトン

ネル、風と音のベンチ、迷路の園 等〕
② イベント広場ゾーン（2.0ｈａ）

芝生広場、くわがたのステージ、じゃぶじゃぶ水路、みずべのレストラン、親水護岸 等
③ 創造の丘ゾーン（2.8ｈａ）

創作工房、ハーブ園、花の丘、さくら橋、さくらの小径、水辺のデッキ 等
④ 冒険の丘ゾーン（8.7ｈａ）

冒険ステーション、四輪バギー、てっぺんとりで、ボブスレー、てんとう虫のモノレール 等
⑤ ふれあいの森ゾーン（13.8ｈａ）

森のとりで、森の広場、せせらぎ、ふれあいの池、森の迷路、野鳥の森、果実の森 等
（２）その他 3.4ｈａ

① 松山側駐車場〔乗用車395台（大型バス10台を含む）〕 （1.1ｈａ）
② 砥部側駐車場〔乗用車105台〕 （0.2ｈａ）
③ その他 （2.1ｈａ）

７ 建設総事業費 14,666百万円

８ 開園日 平成10年10月24日（土）

９ 指定管理者 伊予鉄総合企画株式会社 指定期間 第１期：平成18年４月１日～平成21年３月31日（３年間）
（平成28年４月１日付け名称変更） 第２期：平成21年４月１日～平成26年３月31日（５年間）

第３期：平成26年４月１日～平成31年３月31日（５年間）
第４期：平成31年４月１日～令和６年３月31日（５年間）


