
 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 
 

 

 

事 業 報 告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 
 

 

 

公益財団法人 下田市振興公社 

 

 
 



 

 

 

 

 

目      次 

 

 

 

 

公益目的事業の実施状況  ----------------------------- １～７ 

 

収益事業等の実施状況  ---------------------------------- ７ 

 

会議等の開催状況   ---------------------------------- ７～９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅰ 公益目的事業の実施状況 

 

１ 国際交流の推進事業（定款第４条第１号） 

 

国際都市として更に発展するために次の事業を実施した。 

    

    ①外国人相談事業 

相談件数４件 

内容 日本に呼び戻した子供の今後の教育等についての相談１件、家庭内の問題につ 

いての相談１件、日本語教室やダンス教室についての相談１件、不動産及び日本の就 

労等のビザについての相談１件 

男性２人  女性２人 

 

②外国人のための日本語教室 

平成２７年４月４日から平成２８年３月２６日まで 全３８回実施 

（８月１日と８日は夏休み期間特別対応、受講者１名） 

登録受講者数２０名（フィリピン・台湾・韓国・タイ・フランス・イギリス・スペイ 

ン・アメリカ・オーストリア・スリランカ） 

講師は「下田にほんごの会」（下田市・南伊豆町・松崎町より７名）の会員が務めて 

いる。 

 

③中国語教室 

平成２７年４月５日から平成２８年３月１３日まで  

熱海市在住の上海出身の方を講師に迎え開催している。 

基礎講座 ４月５日～３月１３日 受講者数 ４名 全３８回実施 

初級講座 ４月５日～３月１３日 受講者数 ９名 全３８回実施 

 

④第１７回下田国際友好コンサート（下田オロシャ祭事業） 

平成２８年３月５日～３月６日 ５日リハーサル、６日コンサート実施 

在日ロシア連邦大使館学校歌舞団「ロシアンカ」（東京 児童・生徒３４名、大人７名）、 

在日フィリピン人とその家族により構成されるフィリピン民族舞踊団「インラヨグ・ 

フィリピンス」（本拠地：東京 計２２名）、琉球伝統歌舞集団「琉神 Reds」（本拠地： 

静岡市 計１１名）、下田小学校１年生３８名、下田中学校吹奏楽部１５名が参加し、 

音楽及び舞踊、伝統芸能での友好交流を図った。コンサートの最後には参加者全員及 

び来場者で「琉神 Reds」のカチャーシーに合わせて踊り、会場が一つとなり友好にふ 

さわしいコンサートとなった。来場者は４００名程であった。 

在日ロシア連邦大使館学校歌舞団「ロシアンカ」の皆さんは、宿泊先となった「あず 

さ山の家」での餅つき体験、まどが浜海遊公園のクロンシュタット広場やベイステー 

ジ下田を訪れたのち、コンサートに参加された。 

平成２４年度まで毎年参加していた米海軍横須賀基地内中学校については、学校予算 

の都合等により、今回も不参加であった。 

  

 

２ 文化振興事業（定款第４条第１号） 

 

地域の文化振興を図るために次の事業を実施した。 

 

①市民文化会館において文化事業を実施し、市民に幅広く文化の提供及び普及に努めた。 

事業内容は次のとおりである。 

 

－１－ 



 

 

 

 

事  業  名 実 施 日 入場者数 摘  要 

第２５回黒船祭美術展 
５月３日～

    ６日 
９６０ 

共催事業 共催：下田市文

化協会 小ホール・大会議室 

ピアノトリオの夕べ 

ピアノ：小林道夫 ヴァイオリン：岡山

潔 チェロ：河野文昭 

５月１２日 １５４ 
Opus-One Classic 
大ホール特設ステージ 

Sugar Sisters 佐藤容子・寛子 

～ピアニスト前田拓郎と共につづる 

“愛する日本のうた”～ 

６月７日 ３００ ファミリー向け企画 

上原近代美術館開館１５周年記念 

ドナルドキーン講演会 

「下田と私、そして美術」 

６月２０日 ７３０ 

主催：（公財）上原近代美

術館  共催：（公財）下田

市振興公社 

山田和樹 東混音楽監督就任記念 

東京混声合唱団下田特別演奏会 
７月１２日 ８００ 

共催事業 

共催：下田「東混」と歌う会 

第２０回下田吹奏楽祭 
（地域の中高吹奏楽部・吹奏楽団等 

が出演） 

７月２０日 ８０１ 

共催事業 

共催：下田吹奏楽祭実行委

員会 

SAKISHIMA meeting in Shimoda 

唄･ｷﾞﾀｰ 下地勇、唄･三線 新良幸人 
７月２５日  ８７ 

EARTH企画 

小ホール 

第７回小林道夫サマーアカデミー 

19日：ピアノ講座、21 日～22 日：公開

リハーサル、23日特別演奏会 

８月１９日 

２１～２２日 
５９５ ピアノ講座、演奏会 

シューマン「女と愛と生涯」 

声楽：髙橋節子 ピアノ：巨瀬励起 
９月２９日 ７５ 

Opus-One Classic 

大ホール特設ステージ 

Autumn Breeze ukulele magic of 

Hawaii 

出演：ウクレレ・歌 ハーブオオタ Jr.他 

１０月１０日 ７２ EARTH企画  小ホール 

葵学園公開講座「輝いて生きる心」 
講師:講談師 神田すみれ 

１０月１１日 ５００ 
共催事業 共催：NPO 賀茂

地区生涯大学葵学園 

第 1 回下田音楽コンクール 
１１月２１日 

～２２日 
５００ 

共催事業 共催：下田音楽

コンクール実行委員会 

コンクール参加者５０名 

第１１回太鼓のつどい 

朝日子供太鼓、豆州白浜太鼓、弓ヶ浜

祭太鼓 

１２月１３日 ８００ 

共催事業 
共催：太鼓のつどい実行委

員会 

郷土名書画美術展 

第５回伊豆下田陶芸展 

１月８日～

１１日 
４４２ 

市民文化会館事業クリエイ

ター小川進企画 小ホール 

第２７回下田名人会 

出演：古今亭菊乃丞、柳家喬太郎、桧

山うめ吉 

１月１１日 ２７１  

マイマイカルチャースクール 

日本舞踊、デジタルカメラ、ウクレレ 
７月～３月 ５１９ 計３コース実施 

バックステージツアー ４月～３月 １５ 参加無料 

      合   計 ７，６２１人 １７事業 

 

 

②市民文化会館において地域住民に映画の鑑賞機会を提供するため、次の映画上映を実 

施した。 

 

－２－ 



 

 

 

上 映 作 品 名 開 催 日 入場者数 上映回数 備考 

妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャ

ン！ 
４月４日 ４７６ ３回  

ベイマックス ４月５日 ５６１ ３回  

振り子 

ドラえもん のび太の宇宙英雄記 
６月１３日 ６３９ 各２回  

名探偵コナン 業火の向日葵 ８月９日 ２０２ ３回  

インサイドヘッド １０月１７日 ４３０ ３回  

日本のいちばん長い日 １２月４日 １６３ ３回  

ミニオンズ １月３日 ２２７ ３回  

先生と迷い猫 １月１６日 ４５８ ３回  

バケモノの子 ２月７日 １７４ ３回  

合      計 ３，３３０人 １０作品２８回上映   

 

③地域でのイベント開催の支援を行うため、次の事業を実施した。 

 

担当施設：市民文化会館 

イ ベ ン ト 支 援 活 動 実 施 日 

海クラブサーフィン大会 音響オペレート ４月２８日 

黒船サーフィン大会 音響オペレート ５月１２日 

黒船祭（まどが浜イベント、サンセットコンサート、調印

再現劇 他） 音響・照明オペレート 
５月１５～１７日 

YOSU ディナーライブ 音響オペレート ６月２７日 

梓の里 納涼祭 音響オペレート ８月１日 

下田八幡神社例大祭 音響オペレート ８月１４、１５日 

ビアフェスタ＆サマーライブ 音響・照明オペレート ８月２３日 

ビックシャワー 音響オペレート ９月５、６日 

下田市敬老会  舞台運営、音響・照明オペレート ９月１３日 

マリーナカップ 音響オペレート ９月２６、２７日 

東京４区サーフィン選手権 音響オペレート ９月２７、２８日 

第９回みくらの里まつり 音響オペレート １０月１８日 

フェスタ南伊豆 音響オペレート １０月１８日 

ふれあい広場 音響オペレート １０月２５日 

白浜神社例大祭 音響オペレート １０月２９、３０日 

全国地紅茶サミット in 下田 音響オペレート １１月２９日 

東急ホテル クリスマス LIVE 音響・照明オペレート １２月１６、１７日 

マイク眞木、ビリーバンバン 音響オペレート ３月１６日 

風の花祭り 音響オペレート ３月２０日 

お吉祭り 音響オペレート ３月２７日 

２０事業  

－３－ 



 

 

３ 健康の増進及びスポーツの普及事業（定款第４条第２号） 

 
①健康の増進を図るため、次の事業を実施した。 

 

   事  業  名 実 施 日 参加者数 会  場 

担当施設：敷根公園 

Ｓ

Ｆ

Ｃ 

成人健康水泳教室 

(高校生以上） 

学童水泳教室(小中学生) 

幼児水泳教室(5～6歳) 

各教室 4月 1日～3月 31日 

4教室・各教室 10ヶ月間 33回 

8教室・各教室 10ヶ月間 33回 

1教室・10ヶ月間 33回  

成人 

１，３４９ 

高齢者 

２，３００ 

中高生   

６９ 
小学生以下 

６，５７０ 

敷根プール 

水中体操教室 
4月 1日～3月 31日 

1教室・10ヶ月間 33回 

水中運動教室 

5月 15日～7月17日  (10回) 

9月 11日～11月 13日 (10回) 

1月 8日～3月 11日   (10回) 

１２３ 

８１ 

９３ 

敷根プール 

アクアフィットネス教室 4月 14日～3月15日  (38回) ２３６ 敷根プール 

スイムサークル 4月 1日～3月 31日   (49回) ４１３ 敷根プール 

トレーニングルーム教室 
4月1日～3月31日  (131回) 

 
９７５ 

敷根公園 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 

グラウンド・ゴルフ教室 
11/3.10.17 12/1.8 

 (火曜･5回） 
 １２０ 

敷根公園 

健康広場 

担当施設：スポーツセンター 

エアロビクス教室 4月 8日～3月 16日  （38回） ７４１ ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

バトミントンサークル 4月 10日～3月 18日 （42回） ５７９ ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

幼児体操教室 

4月 10日～5月 1日   （4回） 

5月 8日～5月 29日  （4回） 

6月 5日～6月 26日   （4回） 

9月 4日～9月 25日   （4回） 

10月 2日～10月 23日   (4回） 

４８ 

  ５６ 

５０ 

  ４０ 

３６ 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

担当施設：高齢者生きがいプラザ 

高齢者健康体操 
1月 7日～1月 28日（火・木） 

（6回） 
  ７７ 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
生きがいﾌﾟﾗｻﾞ 

 

②スポーツの普及を図るため、次の事業を実施した。 

 

   事  業  名 実 施 日 参加者数 会  場 

担当施設：敷根公園 

初心者子供水泳教室 6/27.28  7/4.5.11.12 （6回） ２１２ 敷根プール 

ジュニアソフトテニス教室  4/29 5/6.17     （3回） ８５ 
敷根公園 

庭球場 

気分爽快!!硬式テニス教室  
5/8.15.22 6/5.19.26 (6回） 

1/23 2/6.13.27 3/5.12(6回) 

３４ 

７４ 

敷根公園 

庭球場 

 

 

－４－ 



 

 

 

   事  業  名 実 施 日 参加者数 会  場 

担当施設：敷根公園 

初心者弓道教室（基礎コー

ス） 

初心者弓道教室（経験者コー

ス） 

4月 14日～7月28日   (15回) 

 

4月 16日～7月 9日   (12回) 

9月 8日～12月 1日   (12回) 

１１０ 

 

 ８０ 

１７０ 

敷根公園 

弓道場 

サーフィン教室 5/23 6/6.13 10/3.10   (5回） ３８ 
敷根プール 

白浜海岸 

体験スノーケリング教室 7/25 8/8.29     （3回） ２２ 須崎海岸 

第１５回伊豆下田水泳大会 

（共催事業） 
10月 25日 ２７０ 敷根プール 

担当施設：スポーツセンター 

バレーボール教室 4月 1日～3月 31日 ２,１１１
 
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他 

 

 

４ 環境美化の推進及び自然保護思想普及事業（定款第４条第４号） 

 

    花いっぱい運動の推進と、自然保護思想の普及を図るため、次の事業を実施した。 

 

①環境美化運動の推進を図るため、次の事業を実施した。 

 

事 業 名 種 類 実施月 育苗数量 備 考 

花苗の育苗及び配布 さくら草 
９月下旬

～１１月 
2,300本 

市内保育所・幼稚

園へ 700本配布 

 

②まどが浜海遊公園及び指定管理を受けた施設に、各種草花を植栽し環境美化に努めた。 

 

③自然保護思想の普及を図るため、次の事業を実施した。 

 

事  業  名 実施日 参加者数 会 場 

ジュニアライフセービングプログラム

2015 
8/4.7.18.21 ８６ 入田浜 

ツリークライミング®体験会 10/31 １７ 下田公園 

天体観測体験会 
12/13 

予備日 12/14 
申込４６ 

天候不順により

中止(敷根公園) 

 

 

５ 下田市から受託する公の施設等の管理運営事業（定款第４条第３号） 

 
    各施設の効率的な管理運営及び施設利用の拡大並びに施設の安全管理に努めた。 

 

    ①指定管理者制度による管理運営施設 

 

○下田市民文化会館の管理運営 

下田市民文化会館の指定管理を受け、使用許可申請手続きの取扱い、使用料の徴収 

及び施設の管理運営を行った。 

－５－ 



 

 

 

施設名 区 分 27年度利用件数 27年度利用人数 

下田市民

文化会館 

大ホー ル     １２１ 件 ４３，７１４人 

小ホー ル ２００ 件 ２６，８０６人 

会議室 外 １，４７２ 件       ４０，１７１人 

計 １，７９３ 件 １１０，６９１人 

     

※下田市民文化会館催し物案内「月刊まいまい」を毎月２,２００部発行し、下田市・   

南伊豆町・河津町へ回覧、各種団体・事業所及び来館者等への配布を行い、文化会

館の利用者増に努めた。 

 

○敷根公園施設の管理運営 

下田市敷根公園の指定管理を受け、敷根屋内温水プール、健康広場、庭球場、弓道場、       

敷根公園の使用許可申請手続きの取扱い、使用料の徴収及び施設の管理運営を行った。 

 

施 設 名 27年度利用人数 備   考 

敷根屋内温水プール ４８，８８４ 人  

健 康 広 場   １９，８２６ 人  

庭 球 場      ２７，９６８ 人  

弓 道 場    １，９９５ 人  

ト レ ー ニ ン グ 場  ２，２２８ 人  

計 １００，９０１ 人      

 

○下田市民スポーツセンターの管理運営 

       下田市民スポーツセンターの指定管理を受け、使用許可申請の取扱い使用料の徴収 

及び施設の管理運営を行った。 

 

施 設 名 区 分 27年度利用件数 27年度利用人数 

下田市民スポ

ーツセンター 

体 育 館 ７５９件 ２０，６４３ 人 

会 議 室 外   １，５３３件 ４４，５１１ 人 

計   ２，２９２件 ６５，１５４ 人 

 

○高齢者生きがいプラザの管理運営
 

高齢者生きがいプラザの指定管理を受け、使用許可申請の取扱い、使用料の徴収 

及び施設の管理運営を行った。 

 

施 設 名 27年度利用人数 うち高齢者利用者数 

下田市高齢者生きがいプラザ ６，００７ 人 ３，１４８人 

 

    ②管理委託による管理施設 

 

○まどが浜海遊公園の管理 

      まどが浜海遊公園の管理委託を受け、清掃作業及び草花等の管理を行い、「下田の 

玄関口」である、まどが浜海遊公園の環境整備に努めた。 

 

 

－６－ 



 

 

 

○下田市地域子育て支援センターの休日鍵管理業務等 

下田市地域子育て支援センターの休日鍵管理委託を受け、休館日の受付業務及び駐車 

     場管理業務を行った。 

 

 

６ 受託施設内における物品販売、物品貸付けに関すること（定款第４条第４号） 

 

施設利用者の利便性及び地域の活性化のため、次の事業を実施した。事業内容は次のと

おりである。 

 

①物品販売、物品貸付け事業として、敷根公園においてゴーグル、帽子等のスイミング 

 用品やテニスボールの販売、テニスラケット、スノーケリング器材のレンタルを行っ 

た。また、花いっぱい運動に寄与することを目的に、当財団で育苗したさくら草の販 

売を平成２７年１０月下旬～１１月に市民文化会館・敷根公園・市民スポーツセン 

ターで行った。 

 

 

Ⅱ 収益事業等の実施状況 

 

１ 受託施設内における収益事業等に関すること（定款第４条第４号） 

 

①施設利用者の利便性を図るため、管理施設に自動販売機を設置した。自動販売機の設 

 置台数は次のとおりである。 

 

敷根公園８台、市民スポーツセンター３台、市民文化会館２台、まどが浜海遊公園３

台の合計１６台 

 

②市民文化会館のホール等の催し物開催日を中心に、利用者への利便性の向上を目的と 

 して喫茶店（mai mai café）の営業を行った。 

 

    ③市民文化会館における公益目的以外の施設の貸与事業 

施設条例に規定された範囲内で公益目的以外の施設の貸与を行う場合には、収益事業 

等の公益目的以外の施設の貸与事業として取り扱った。 

 

 

Ⅲ 会議の開催状況 

 

（１）第１１回理事会の開催 

   平成２７年５月２７日午前１０時００分から下田市民文化会館において第１１回理事

会を開催し、次のとおり報告と議案審議が行われ、承認された。 

 

（報告） 

①専決処分の報告 平成２６年度公益財団法人下田市振興公社会計収支予算（補正第 

４号）の承認について 

②理事長及び常務理事の１１月２３日から５月２１日までの職務の執行状況の報告 

について 
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   （議案審議）  

①過年度決算の修正 平成２４年度公益財団法人下田市振興公社貸借対照表、正味財 

産増減計算書、財産目録の修正の承認について 

②過年度決算の修正 平成２５年度公益財団法人下田市振興公社貸借対照表、正味財 

産増減計算書の修正の承認について 

③平成２６年度公益財団法人下田市振興公社事業報告及び附属明細書の承認について 

④平成２６年度公益財団法人下田市振興公社貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借 

対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書並びに財産目録の承認について 

⑤平成２７年度公益財団法人下田市振興公社会計収支予算（補正第１号）の承認につ 

いて 

     ⑥公益財団法人下田市振興公社職員の給料表等の取扱基準の一部改正の承認について 

⑦公益財団法人下田市振興公社役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程の 

一部改正の承認について 

         

（２）第１２回理事会の開催 

   平成２７年１２月２日午後１時３０分から下田市民文化会館において第１２回理事会

を開催し、次のとおり報告と議案審議が行われ、承認された。 

     

（報告） 

③理事長及び常務理事の５月２２日から１１月２２日までの職務の執行状況の報告 

について 

 

（議案審議）  

⑧平成２７年度公益財団法人下田市振興公社会計収支予算（補正第２号）の承認につ 

いて 

 

（３）第１３回理事会の開催 

平成２８年３月２５日午前１０時００分から下田市民文化会館において第１３回理事

会を開催し、次のとおり報告と議案審議が行われ、承認された。 

 

（報告） 

④専決処分の報告 平成２７年度公益財団法人下田市振興公社会計収支予算（補正 

 第３号）の承認について 

⑤専決処分の報告 平成２７年度公益財団法人下田市振興公社会計収支予算（補正 

 第４号）の承認について 

 

（議案審議） 

⑨平成２８年度公益財団法人下田市振興公社事業計画の承認について 

⑩平成２８年度公益財団法人下田市振興公社会計収支予算の承認について 

     ⑪公益財団法人下田市振興公社個人情報管理規程の一部改正の承認について 

 

（４）第７回評議員会の開催 

  平成２７年６月１１日午前１０時００分から下田市民文化会館において第７回評議員

会を開催し、次のとおり報告と議案審議が行われ、承認された。  

 

（報告） 

 ①平成２６年度公益財団法人下田市振興公社事業報告について 

 

（議案審議）  

①過年度決算の修正 平成２４年度公益財団法人下田市振興公社貸借対照表、正味財 

産増減計算書、財産目録の修正の承認について 
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②過年度決算の修正 平成２５年度公益財団法人下田市振興公社貸借対照表、正味財 

産増減計算書の修正の承認について 

③平成２６年度公益財団法人下田市振興公社貸借対照表、正味財産増減計算書、貸借 

対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書並びに財産目録の承認について 

④公益財団法人下田市振興公社役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程の 

一部改正の承認について 

 

（５）第８回評議員会の開催 

    平成２８年３月３０日午前１０時００分から下田市民文化会館において第８回評議員

会を開催し、次のとおり報告が行われ、承認された。 

     

（報告） 

②平成２８年度公益財団法人下田市振興公社事業計画について 

③平成２８年度公益財団法人下田市振興公社会計収支予算について 

 

（６）監査の実施 

    平成２７年５月１２日午後２時００分から下田市民文化会館において公社監事による、 

平成２６年度公益財団法人下田市振興公社の財産の状況及び業務執行状況に関わる事業 

報告書、貸借対照表、損益計算書、貸借対照表及び損益計算書の附属明細書、財産目録及 

び関係証書類について、監査を実施した。 

 また、平成２６年１０月に静岡県経営管理部の立入検査を受け、改善の指摘を受けた、

平成２４年度及び平成２５年度の貸借対照表、損益計算書、貸借対照表及び損益計算書の

附属明細書、財産目録及び関係証書類における修正該当箇所の確認を行った。 

 

 

 事業報告の附属明細書 

  

   平成２７年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 

３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しない 

ので作成しない。 
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