
平成２８年度

事  　　業  　　報　  　告  　　書

公益財団法人富士宮市振興公社



Ⅰ　概要

　　当公社は、これまで培ってきた知識と経験を活用し、富士宮市朝霧霊園の健全で永続

　的な経営を行うとともに、富士宮市が設置する公の施設の指定管理者として、施設の維

　持管理に努め、都市緑化等の都市機能の増進と潤いのある地域社会の形成事業、文化及

　び芸術の振興事業、並びに社会教育活動等の推進及び支援に関する市民交流事業を行う

　ことにより、富士宮市の発展と市民生活の向上に寄与することを目的として、各事業を

　実施しました。また、情報公開の一環として当公社のホームページを中心に公社の概要

　や各施設の紹介、お知らせ等を掲載しました。

Ⅱ　公益目的事業

 １　富士宮市朝霧霊園の経営（定款第４条第１号）

  (1)  返還された空き墓地について、再貸付けの募集を行いました。

  (2)　管理人を常駐し、納骨の立会等埋葬に係る業務のほか、霊園内の巡視・清掃、樹木

の剪定、墓域内の片付け・整理を行いました。また、墓地清掃代行業務の希望者を募

り、２件の申し込みがありました。

  (3)　バケツ等の据置き備品の充実・管理を行うとともに、管理棟内休憩所での湯茶の無

料提供や、繁忙期におけるミニ塔婆や線香の販売を行い、利用者サービスに努めまし

た。

  (4)  霊園使用者の変更、墓石の彫刻、付属物件の設置等の事務を行いました。

  (5)  墓地管理料の収納事務を行いました。

　各種事務取扱件数

 ２　公園、緑地の利用促進及び保全（定款第４条第２号）

　   都市公園３１か所（明細は「別表１」のとおり。）の効率的な管理運営を行うととも

   に、利用者が安心して憩える公園管理に努め、潤いと安らぎのある生活空間を提供する

   ことで、心身の健全な発達と自然や環境に対する意識の向上を図ることを目的に、各種

   事業を実施しました。

平成２８年度　事業報告書

埋・改葬 返還 再貸付け 彫刻等施工受付 住所変更 承継 許可証再交付

７２件 ５件 ０件 ６０件 ２２件 ５２件 ２２件

墓　　　地 使　用　者
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  (1)　自然や環境に対する意識向上に関する事業

  (2)　公園内施設の活用に関する事業

 　　　城山公園運動場、明星山公園野球場及び朝霧自然公園（朝霧アリーナ）の有料公園

     施設等については、許可申請手続きの取り扱い、利用料収納事務を行いました。

  (3)　都市公園施設の維持管理事業

　 　　城山公園、明星山公園野球場、白尾山公園、天母山自然公園及び外神東公園につい

     ては管理人を配置し、日常管理を行いました。また、白尾山公園では、富士宮市小規

     模授産所連合会へトイレ清掃やゴミ拾いなどの業務を委託しました。

     　なお、その他の公園については定期的に巡回し、トイレ、水道等の施設点検や、樹

     木の剪定、草刈りなどを行いました。

　高木剪定等の実施状況

利用日数 利用件数 利用者数

340日　 520件　 16,832人　

147日　 150件　 10,195人　

57日　  48件　 26,987人　

718件　 54,014人　

施　　　　設　　　　名

合　　　　　　　計

城 山 公 園 運 動 場

明 星 山 公 園 野 球 場

朝霧自然公園 （朝霧アリーナ）

業　務　名 内　　　容 完了日

野読公園樹木剪定業務
ケヤキ5本・クス1本の樹高下げ、整枝及び
整姿

4/26

中尾公園樹木剪定業務
ケヤキ1本・クス2本・コナラ1本の樹高下
げ、整枝及び整姿、並びに枯木（ニセアカ
シア）1本の伐採

3/8

大中里公園樹木剪定業務
電線等にかかる樹木（クス1本・ヤマモモ1
本）の樹高下げ、整枝及び整姿

3/21

事業名 開催日 参加者数等

第１回
みどりの教室

11/20
子ども28人
保護者18人

第２回
みどりの教室

3/5
子ども12人
保護者10人

第１回
愛犬との暮らし方教室

9/11 14組24人・16頭

第２回
愛犬との暮らし方教室

11/27 10組17人・11頭

第３回
愛犬との暮らし方教室

3/12 16組25人・19頭

剪定木配布事業

落ち葉配布事業

城山公園を会場に、公園を利用する愛犬
家のマナーの向上を目的として、しつけ
教室を開催

外神東公園を会場に、公園を利用する愛
犬家のマナーの向上を目的として、しつ
け教室を開催

内　　　容

白尾山公園で秋の木の実・草の実の観察
と、リース作りを実施

白尾山公園を会場に、公園を利用する愛
犬家のマナーの向上を目的として、しつ
け教室を開催

外神東公園で春の自然観察とネイチャー
ゲームを実施

資源のリサイクルを目的として、白尾山公園及び万野風穴池田公園に薪置
場を設置し、管理作業で発生した剪定木・伐木を無料で配布

資源のリサイクルを目的として、白尾山公園及び外神東公園において、管
理作業で集積した落ち葉を無料で配布
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  (4)　施設・設備の修繕

   　　遊具及びベンチなど施設・設備の塗装や修繕を計画的に実施しました。

ア　修繕実施状況

イ　その他簡易修繕実施状況

　 トイレ・水道等
給排水設備関係

電気・照明関係 施設及び遊具関係 看板等

９５件 １２件 ３８件 １２件

業　務　名 内　　　容 完了日

野読公園樹木剪定業務
ケヤキ5本・クス1本の樹高下げ、整枝及び
整姿

4/26

中尾公園樹木剪定業務
ケヤキ1本・クス2本・コナラ1本の樹高下
げ、整枝及び整姿、並びに枯木（ニセアカ
シア）1本の伐採

3/8

大中里公園樹木剪定業務
電線等にかかる樹木（クス1本・ヤマモモ1
本）の樹高下げ、整枝及び整姿

3/21

件　　　　名 場　所（公園名） 完了日

北側トイレ掃除口修繕 中尾 6/20

トイレドア修繕 中尾 6/22

公園水銀灯安定器交換修繕 星山台 7/28

スプリング遊具修繕 宝田 7/28

スプリンクラー修繕 明星山公園野球場 8/24

木製遊具ロープ交換修繕 黒田北 8/24

バスケットゴール修繕 八景台 8/29

手洗器排水トラップ修繕 神田川北 8/31

複合遊具（プレイブースター）バンド修繕 前田 10/7

ネットフェンス修繕 中尾 10/18

単独処理浄化槽ブロワ修繕（東トイレ） 外神東 11/8

浄化槽用ブロワ取替修繕（北トイレ） 明星山公園野球場 11/12

公園灯定刻消灯タイマー付EEスイッチ交換修繕 宝田 12/22

園路コンクリート舗装修繕 向田 1/25

公園内池（トンボ池）浚渫修繕 白尾山 1/30

浄化槽用ブロワ取替修繕（中央トイレ） 明星山公園野球場 2/10

トイレ洗面器取替修繕 万野風穴池田 2/16

トイレ窓ガラス取替修繕 粟倉南 2/28

施設遊具塗装修繕 大中里・清水・白尾山 3/17

遊具（スカイロープ）塗装修繕 白尾山 3/17

公園複合遊具修繕 中尾 3/24

国旗掲揚ポール修繕 白尾山 3/29

２連ブランコ修繕（フック、リベット交換） 淀川北 3/29

ベンチ・藤棚修繕 野読 3/29
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３　文化及び芸術の啓発、振興を図る事業（定款第４条第３号）

     富士宮市民文化会館の効率的な維持管理及び運営を行うとともに、誰もが気軽に文化

   芸術に親しむことができる鑑賞事業や社会貢献事業として、芸術音楽を中心とした事業

   を企画・実施し、広く市民一般の文化・芸術活動を支える広域的かつ総合的な文化振興

   の拠点を目指し、富士宮市民文化会館において、各種事業を実施しました。

  (1)　幅広い年齢層を対象とした各種鑑賞事業

  (2)　社会貢献事業

  (3)　各種少人数向け講座

講座名 内　　　容 開催日 回数 延べ受講者数

4/11～8/1 9回 10人
9/5 1回 1人

レースドール講座
レースドール作品作製
（年度で１～２作品作製）

4/2～3/11 9回 19人

プリザーブド
フラワー講座

プリザーブドフラワー作品作製
（１回につき１作品作製）

5/22～2/5 4回 26人

カルトナージュ講座
カルトナージュ（厚紙細工）による作
品作製

3/5 1回 4人

中国茶講座
季節に合ったお茶の紹介と淹れ方を学
び、楽しむ

10/12、2/1 2回 20人

8/12 2回 27人
12/22 1回 17人

4/16～7/9 10回 237人
7/16～10/15 10回 216人
10/22～4/1 10回 164人
1/11～3/22 6回 60人

65回 801人合　　　計

ラテン系音楽とダンスを楽しみながら
のフィットネス

茶道講座
子どもから大人までを対象とした
やさしい茶道講座

能楽体験講座 宝生流能楽師による能楽体験

ズンバ講座

事　　　業　　　名 開催日 公演回数 入場者数

高齢者演劇集団チャレンジャー
第10回公演「鼬（いたち）」(共催)

5/15 1回 336人

チーミーのウキウキッズライブ 8/28 1回 348人

由紀さおり・安田祥子30周年記念コンサート 10/10 1回 593人

芯音～丸田美紀リサイタル～（共催） 1/14 1回 476人

よしもとお笑いステージ2017in富士宮
（共催）

2/11 1回 1,204人

5回 2,957人合　　　　計

事　　　業　　　名 開催日 公演回数 入場者数

宮のおんがく会vol.7
フレッシュなアーティストと名曲アラカルト

10/30 1回 522人

科学教育支援事業「サイエンスショー」 12/10 1回 1,000人

2回 1,522人合　　　　計
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  (4)　富士宮市民文化会館の公益目的による施設貸与事業

　(5)　修繕実施状況

       計画的に修繕を行い、適正な維持管理を行いました。

　富士宮市民文化会館公益目的施設貸与状況（開館日数３４６日）

施設名

区分 1 2 3 1 2 1 2 3

344 346 304 280 347 317 272 592 491 516 3,809

58,753 18,639 18,404 18,270 21,215 5,082 3,814 11,215 4,983 5,376 165,751

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

利用者数
（人）

回転数
(回)

練    習    室
合 計

大
ホール

小
ホール

展    示    室 和    室

内　　　　　　容 完了日

展示室3照明器具不点修繕 4/21

展示室3ドア用鍵穴修繕 4/22

大ホール楽屋1窓ガラス交換修繕 5/12

展示室3照明器具不点修繕 6/18

展示室1照明器具不点修繕 7/8

大ホール等消防用設備修繕 7/11

舞台吊物手動昇降用引綱ロープ交換修繕 8/12

大ホール客席誘導灯修繕 11/10

大ホール用休憩禁煙表示器窓開閉修繕 11/17

2階女子トイレ排水管詰まり修繕 12/11

2階女子トイレフラッシュバルブ交換修繕 12/11

喫茶室厨房用ファン交換修繕 12/13

地下ボイラー室照明器具不点修繕 12/13

空調小型ヒートポンプユニット制御機器交換修繕 12/14

地下貯湯槽制御機器交換修繕 12/14

1階自動販売機用積算電力計交換修繕 12/16

西側入口バリカー交換修繕 12/26

大ホール2階ホワイエ用時計修繕 12/27

大ホール客席入口及び練習室2壁修繕 12/27

大ホール客席入口4及び8の壁交換修繕 1/13

ガス緊急遮断弁起動操作盤予備電池交換修繕 1/17

1階男子トイレ手洗場排水管修繕 1/27

空調中央監視装置系統無停電電源装置交換修繕 2/2

事務室内空調中央監視装置自動制御機器修繕 2/2

大ホール搬入口用シャッター修繕 2/7

地下キュービクル内換気扇交換修繕 2/20
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 ４　社会教育活動、市民活動及び国際交流活動の推進と支援に関する事業

（定款第４条第４号）

     市民が豊かな日常生活を送るための様々な体験や活動の場を提供することで、市民交

   流の増進や異分野との交流による新たな発見や可能性を見出し、より潤いのある地域社

   会の健全な発展を目的に、富士宮市富士宮駅前交流センター及び富士宮市大富士交流セ

   ンターにおいて、各種事業を実施しました。

  (1)　社会教育活動に関する事業

ア　各種講座の開催

　(ｱ）富士宮駅前交流センター

内　容 開催日 回数 延べ受講者数

成
人

学
校 若返りのピラティス

体幹を鍛えて正しい姿勢と若さを保
つ。

5/10～9/6 16回 251人

宮本区永寿会 6/10～12/9 6回 105人

常磐区柏寿会 6/19～12/18 6回 52人

ひばりが丘区九十九会 6/8～12/14 6回 210人

前期　5/18～8/3 12回 163人
後期　9/14～12/7 12回 140人

前期　5/22～8/8 12回 90人

後期　9/5～12/12 12回 110人

153回 2,055人合　　　計

事　業　名

身体を動かし、健康スタイルを目指
す。

ファイティング系
フィットネス

29人

65人

108人

水彩から始める日
本画

水彩画や顔彩を学び、初歩から日本画
を学ぶ。

発見！富士宮歴史塾 郷土の歴史を楽しく学ぶ。 6/10～11/11 5回

蕎麦うち教室

絵手紙教室

高
齢
者

学
級

教養、健康、交通安全、福祉、くらし等の諸問
題の学習によって、社会への適応能力を高めた
り、地域への貢献を仲間とともに考え、心豊か
な生活が過ごせるよう支援する。

幼児家庭教育学級
育児とともに成長する親として、養育
の要点及び親の役割等について、学級
生とともに学び合い交流を深める。

5～12月 8回 141人

親
子
講
座

親子キャラクター
パン作り

親子でキャラパン作りにチャレンジ！ 7/23 1回 24人

親子クリスマス
ケーキ作り

家族で楽しむため、クリスマスケーキ
を親子で作る。

12/17 1回 27人

趣
味
と
教
養
の
講
座

春の自分みがきセ
ミナー

セルフフェイシャルマッサージからメ
イクまでを学ぶ。

5/11～6/1 4回 19人

ジャイロキネシス
ヨガ、ダンス、太極拳、気功、水泳の
要素を取り入れたエクササイズ

5/12～7/28 12回 172人

布ぞうりづくり
使い古した布を再利用して、健康づく
りのための布草履を作る。

6/4～6/25 4回 49人

74人

プリザーブドフラワー
（夏バージョン） 生花をプリザーブド加工した、枯れな

い花をアレンジして楽しむ。

7/3 1回 14人

プリザーブドフラワー
（クリスマスバージョン）

11/13 1回 16人

愛されマナー 様々な場面で人にもてるコツを伝授 7/6～7/20 3回

7/6～8/3 5回

変わりちりめん小
物づくり

ちりめんを使ったタペストリー作り 8/31～10/5 6回

基礎から正しく学び、年賀状・年始飾
り等を作る。

11/2～11/30 4回 26人

パッチワークキル
ト

パッチワークキルトを楽しく学ぶ。 8/23～10/4 6回 77人

お飾り教室
平成29年の新春を祝う、手作りのお飾
りを製作する。

12/3 1回 16人

フラワーアレンジ
メント

自分スタイルでお花のアレンジに挑戦 12/10 1回 10人

44人

年越し蕎麦を手作り 12/11 2回

勤
労
青
少
年
講
座

料理
家庭で手軽にできる栄養バランスのと
れた料理を目指す。

23人

あがり症克服・ス
ピーチ講座

スピーチの基本を身につけ、あがりを軽く
する方法・スピーチのコツを学ぶ。 1/14～2/25 6回

－　6　－



　(ｲ）大富士交流センター

内　容 開催日 回数 延べ受講者数

成
人

学
校 若返りのピラティス

体幹を鍛えて正しい姿勢と若さを保
つ。

5/10～9/6 16回 251人

宮本区永寿会 6/10～12/9 6回 105人

常磐区柏寿会 6/19～12/18 6回 52人

ひばりが丘区九十九会 6/8～12/14 6回 210人

前期　5/18～8/3 12回 163人
後期　9/14～12/7 12回 140人

前期　5/22～8/8 12回 90人

後期　9/5～12/12 12回 110人

153回 2,055人合　　　計

事　業　名

身体を動かし、健康スタイルを目指
す。

ファイティング系
フィットネス

29人

65人

108人

水彩から始める日
本画

水彩画や顔彩を学び、初歩から日本画
を学ぶ。

発見！富士宮歴史塾 郷土の歴史を楽しく学ぶ。 6/10～11/11 5回

蕎麦うち教室

絵手紙教室

高
齢
者

学
級

教養、健康、交通安全、福祉、くらし等の諸問
題の学習によって、社会への適応能力を高めた
り、地域への貢献を仲間とともに考え、心豊か
な生活が過ごせるよう支援する。

幼児家庭教育学級
育児とともに成長する親として、養育
の要点及び親の役割等について、学級
生とともに学び合い交流を深める。

5～12月 8回 141人

親
子
講
座

親子キャラクター
パン作り

親子でキャラパン作りにチャレンジ！ 7/23 1回 24人

親子クリスマス
ケーキ作り

家族で楽しむため、クリスマスケーキ
を親子で作る。

12/17 1回 27人

趣
味
と
教
養
の
講
座

春の自分みがきセ
ミナー

セルフフェイシャルマッサージからメ
イクまでを学ぶ。

5/11～6/1 4回 19人

ジャイロキネシス
ヨガ、ダンス、太極拳、気功、水泳の
要素を取り入れたエクササイズ

5/12～7/28 12回 172人

布ぞうりづくり
使い古した布を再利用して、健康づく
りのための布草履を作る。

6/4～6/25 4回 49人

74人

プリザーブドフラワー
（夏バージョン） 生花をプリザーブド加工した、枯れな

い花をアレンジして楽しむ。

7/3 1回 14人

プリザーブドフラワー
（クリスマスバージョン）

11/13 1回 16人

愛されマナー 様々な場面で人にもてるコツを伝授 7/6～7/20 3回

7/6～8/3 5回

変わりちりめん小
物づくり

ちりめんを使ったタペストリー作り 8/31～10/5 6回

基礎から正しく学び、年賀状・年始飾
り等を作る。

11/2～11/30 4回 26人

パッチワークキル
ト

パッチワークキルトを楽しく学ぶ。 8/23～10/4 6回 77人

お飾り教室
平成29年の新春を祝う、手作りのお飾
りを製作する。

12/3 1回 16人

フラワーアレンジ
メント

自分スタイルでお花のアレンジに挑戦 12/10 1回 10人

44人

年越し蕎麦を手作り 12/11 2回

勤
労
青
少
年
講
座

料理
家庭で手軽にできる栄養バランスのと
れた料理を目指す。

23人

あがり症克服・ス
ピーチ講座

スピーチの基本を身につけ、あがりを軽く
する方法・スピーチのコツを学ぶ。 1/14～2/25 6回

内　容 開催日 回数 延べ受講者数

124回 1,449人合　　　計

蕎麦打ち教室
平成28年の年越しを、自分の手作り蕎
麦で味わってみませんか。

12/17
午前・午後

2回

4回

24人

84人

おいしいスポンジ
ケーキ教室

さまざまなケーキに応用できるスポン
ジケーキを作る。

11/24 1回 11人

60人

骨盤矯正ストレッ
チ

骨盤を正しい位置に矯正することで姿
勢の改善やダイエット効果を図る。

11/18～12/16 5回

47人

紙バンド教室
紙バンドを使った小物作りを楽しく学
ぶ。

9/28～10/26 5回

34人

健康”歌笑”教室
元気の源は、歌って、笑って声を出し
ましょう。

9/9、23、10/14、28 4回

自家製パンを楽しく作る。 6/2、16、30 3回

4回 68人

24人

初心者でもできる”
あみぐるみ”教室

毛糸で編んだ可愛いうさぎ、くま、い
ぬを作る。

4/5～5/17 6回 66人

74人

親子料理教室
親子（小学生以上）でクリスマスケー
キを作る。

12/24 1回

104人

育児とともに成長する親として、学び
合い交流を深め、教養を身につける。

5～12月 7回

高齢者学級

293人

地域の高齢者が交流と健康増進を図
り、活力を生み出すことを目的とす
る。

6～12月 6回

事　業　名

美養ヨガ
ヨガを通して健康的な身体と心を養
う。

5/13～9/2 16回
成
人
学
校

幼児家庭教育学級

親
子
講
座

趣
味
と
教
養
の
講
座

美活ヨガ
ヨガを通して健康的な身体と心を養
う。

1/15、22、29、
2/5

美活ヨガ
ヨガを通して健康的な身体と心を養
う。

5/8、15、22、6/5

パン作り教室

57人

5/18～8/3 12回 162人

英会話 外国人講師による英会話 10/13～1/26 12回

9/7～12/21 12回 138人

Fitnessエアロ
心も体もリフレッシュ！リズムを楽し
みながら身体を動かし体力ＵＰ・気分
転換をして健康styleを目指す。

5/19～8/4 12回 57人

46人

本の読み聞かせ
市民読書サポーターによる絵本の読み
聞かせとわらべ歌

4月～3月 12回

勤
労
青
少
年
講
座

フラダンス
ハワイアン音楽に合わせて、ハワイの
風を感じながら踊りましょう。癒しや
リラクゼーションの効果あり。

100人
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イ　社会教育関係団体の育成・支援として、施設利用団体の登録を行いました。

ウ　地域コミュニティとの連携として、富士宮駅前交流センターでは、地元選出枠２

　人を含む「富士宮駅前交流センター運営協議会」において、大富士交流センターで

　は、大富士地域の区長を含む「大富士交流センター運営協議会」において、定期的

　に意見や情報の交換を行いました。

エ　市内公民館施設など地域との連携として、定期的に開催される公民館長・地域学

　習センター長会議や事務担当者会議へ出席し、情報交換を行いました。

オ　しずおか県民カレッジとの連携として、対象講座の申請を行いました。

  (2)　市民活動の推進及び支援に関する事業(富士宮駅前交流センター）

ア　市民活動専門相談業務として、県東部で実績のあるＮＰＯ法人へ専門相談員の派

　遣を依頼し、相談会並びに交流会を合計３０回開催しました。

イ　市民活動日常相談業務として、相談会の事前の内容確認や日程調整等を行いまし

　た。

ウ　市民活動団体及び活動参加者への情報提供として、館内へ専門コーナーを設け、

　県内の各支援センターや各団体のチラシを設置し、活動内容等を周知しました。

  (3)　国際交流活動に関する事業(富士宮駅前交流センター）

ア　国際交流団体の指導として、民間団体の企画相談や事業の後援を行いました。

イ　国際交流協会の支援として、協会事務局を担当し語学講座を始めとする各種講座、

　その他イベントの開催について様々な調整を行いました。

ウ　通訳ボランティア制度の管理運営として、防災訓練への通訳派遣等を行いました。

エ　ホームステイファミリー制度の管理運営として、市内国際交流団体からの依頼に

　より登録ボランティアの紹介を行いました。

オ　国際交流団体や国際交流に関する情報収集及び提供として、施設内へチラシ等の

　設置、会報の作成並びに配布、ホームページ更新やメール等を活用するなど広報に

　努めました。

  (4)　図書貸出及び管理業務に関する事業

ア　富士宮駅前交流センター図書貸出等利用状況

貸出冊数(冊) 590 624 685 677 575 626 333 642 571 536 552 570 6,981

返却冊数(冊) 691 720 843 929 695 771 457 659 664 638 685 777 8,529

利用人数(人）
※受付簿記入者のみ

285 321 229 322 344 353 283 383 382 330 392 307 3,931

３月９月６月 ７月 ８月 ２月４月 ５月 合 計10月 11月 12月 １月
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イ　大富士交流センター図書貸出等利用状況

  (5)　富士宮市富士宮駅前交流センター及び富士宮市大富士交流センターの公益目的によ

る施設貸与事業

  (6)　交流センターまつりの実施状況

  (7)　その他

ア　富士宮駅前交流センター１階フリーラウンジについては、開館当初から一般開放

　しており、特に学生を中心に９，０９１人の利用がありました。

イ　印刷サービス業務については、印刷は職員が実施し、料金は安価で設定するなど

　市民サービスに努めました。

 ５　公益目的事業比率について

     平成２８年度末における公益目的事業比率は、６８．９％でした。引き続き公益法人

　 として、適正に運営してまいります。

イ　大富士交流センター公益目的施設貸与状況（開館日数308日）

施設名

区分 1 2 1 2 3 4

671 513 263 255 202 189 308 157 2,558

11,013 9,726 2,417 1,240 1,678 2,210 2,990 970 32,244

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

利用者数
（人）

回転数
（回）

集会室 会議室
和室 調理室 合計

ア　富士宮駅前交流センター公益目的施設貸与状況（開館日数346日）

施設名 多目的

区分 ホール 1 2 3 4 5 6

501 378 488 346 404 405 281 119 718 3,640

7,965 6,452 3,755 4,160 3,058 2,558 2,253 1,074 14,445 45,720

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

調理室 集会室 合計

回転数
（回）

利用者数
（人）

会議室

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

貸出冊数(冊) 3,147 3,002 3,335 3,388 3,314 3,248 2,934 3,934 3,076 3,026 3,101 3,181 38,686

返却冊数(冊) 3,339 3,170 3,613 3,447 3,971 3,493 2,849 3,968 3,270 3,270 3,263 3,649 41,302

利用人数(人）
※受付簿記入者のみ

730 625 612 947 1,046 803 691 923 851 805 1,017 1,020 10,070

事業名 内容 開催日 延べ来場者数

駅前交流センターまつり
（きららまつり）

施設利用者による舞台部門及び展
示部門の発表、国際交流協会の活
動、ＮＰＯ活動相談会等

10/15、16 1,389人

大富士交流センターまつり
施設利用者による舞台部門及び展
示部門の発表

11/12、13 780人
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Ⅲ　収益事業

 １　公共施設の管理事業（定款第４条第５号）

　(1)　富士宮市営墓地維持管理事業

　　 　指定管理者として、富士宮市舞々木墓地・富士宮市朝霧霊園（市営）の管理運営及

び墓地利用者へのサービス向上を図りました。

ア　舞々木墓地の維持管理については、植栽の剪定、雑草の刈払い、清掃等の業務を

  　行いました。雑草の刈払い、清掃等については、前年度に引き続き、市内小規模授

　 　産所連合会と委託契約を結び、実施しました。

　高木剪定等の実施状況

イ　市朝霧霊園の維持管理については、管理人を配置して植栽の剪定、施肥、消毒、

　雑草の刈払い、納骨の立会い等の業務を行いました。また、墓地清掃代行業務の希

　望者を募りましたが、申し込みはありませんでした。

　(2)　富士宮市民文化会館、富士宮市富士宮駅前交流センター及び富士宮市大富士交流セ

ンターの公益目的以外の施設の貸与事業

  指定管理者として、公益目的以外の施設の貸与を行い、施設の利用増進に努めまし

た。

ア　富士宮市民文化会館公益目的以外の施設貸与状況（開館日数346日）

施設名

区分 1 2 3 1 2 1 2 3

6 65 264 323 210 116 82 122 211 180 1,579

2,355 6,754 3,057 5,514 7,189 880 759 2,366 2,745 2,428 34,047

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

合 計
大

ホール
小

ホール

展    示    室 和    室 練    習    室

回転数
(回)

利用者数
（人）

イ　富士宮駅前交流センター公益目的以外の施設貸与状況（開館日数346日）

施設名 多目的

区分 ホール 1 2 3 4 5 6

63 79 101 85 190 173 198 42 41 972

657 1,556 670 1,181 959 707 1,209 438 1,678 9,055

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

回転数
（回）

利用者数
（人）

調理室 集会室 合計
会議室

業務内容 完了日

モクセイ5本強剪定 7/5

クヌギ5本の樹高下げ・枝払い、シラカシ1本の枝
払い、イチョウ2本を地際から伐採

2/17
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  (3)　富士宮市富士宮駅前交流センター駐車場の運営管理事業

　指定管理者として駐車場管理に必要な設備を設置し、誰もが利用できる有料駐車場

として活用する一方、施設利用者については市の条例に従い２時間３０分までは料金

を免除するなど、適正な維持管理・運営に努めました。

  (4)　自動販売機設置事業

　各施設の設置状況

  (5)　各種施設維持管理事業

     　小公園緑地等（明細は「別表２」のとおり。）を始めとして、各種施設維持管理事

   業を受託し、各業務を行いました。

　受託事業一覧表

駐車場利用実績 （台）

施設利用者
（2時間30分免除）

全額免除 一般利用者 合計

22,855 6,062 27,887 56,804

大岩１７９３－１ トイレの清掃大岩児童遊園トイレ清掃

富士宮駅（北口・南口）広場・源
道寺駅前トイレ清掃管理

中央町１３７－３ほか
公衆トイレの清掃、 植栽の剪定、除
草及び保守点検等

富士宮駅構内貸ロッカー一次対応
業務

富士宮駅構内
平日午後5時以降、土日祝日における
鍵紛失者等の対応

トイレ及び管理地内の清掃､施設点検富士山自然休養林施設等管理 粟倉地内ほか

業　　　務      名

清掃、除草、剪定、維持管理、施設
点検、見回り

業   務   内   容所     在     地

星山２３７－２２ほか小公園緑地等（１４８か所）管理

ウ　大富士交流センター公益目的以外の施設貸与状況（開館日数308日）

施設名

区分 1 2 1 2 3 4

54 81 163 65 223 103 49 29 767

3,863 4,571 1,327 344 2,516 1,519 698 264 15,102

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

回転数
（回）

利用者数
（人）

集会室 会議室
和室 調理室 合計

（明星山公園野球場） （城山公園） （白尾山公園）

飲料用　1台 飲料用　1台
飲料用　２台
アイス用　１台

飲料用　２台 飲料用　1台 飲料用　1台

富士宮市民
文化会館

富士宮駅前
交流センター

大富士
交流センター

都　市　公　園

イ　富士宮駅前交流センター公益目的以外の施設貸与状況（開館日数346日）

施設名 多目的

区分 ホール 1 2 3 4 5 6

63 79 101 85 190 173 198 42 41 972

657 1,556 670 1,181 959 707 1,209 438 1,678 9,055

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

回転数
（回）

利用者数
（人）

調理室 集会室 合計
会議室
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別表１

№ 名        称 所        在        地 面積(㎡) 備   考

1 城山公園 元城町１６８９ 22,163

2 天母山自然公園 山宮３６９６－１０３ 16,348

3 万野風穴池田公園 山宮２１７９ 9,993

4-1 明星山公園 星山１１６７－１ 488,670

4-2 明星山公園野球場 星山８３５－２ ※（30,300）

5 淀川北公園 淀川町２７－１ 1,596

6 淀川中公園 淀川町２３－１ 1,344

7 淀川南公園 淀川町４ 1,122

8 神田川北公園 神田川町２４ 1,551

9 神田川南公園 神田川町１８ 2,514

10 星山台公園 星山１４３－２ 1,849

11 高原長峰北公園 貫戸３２４－３０ 1,038

12 中尾公園 西小泉町５－６ 2,232

13 向田公園 西小泉町２７－１ 4,439

14 大中里公園 中里東町４６５ 1,950

15 野中東公園 野中東町７９ 1,916

16 西ノ山中央公園 青木平４１５ 4,506

17 黒田北公園 黒田３４０－４ 2,801

18 清水公園 西小泉町４５ 1,837

19 青木団地公園 外神１５５０－９４ 1,010

20 野読公園 城北町４４２ 1,934

21 前田公園 前田町１３５ 1,937

22 押出公園 外神東町２２４ 3,540

23 白尾山公園 野中１１０３ 148,000

24 粟倉南公園 粟倉南町５５ 4,180

25 笠井田公園 小泉３５６－２１ 942

26 外神東公園 外神東町１１３ 18,759

27 上本村公園 宮原８３９ 2,000

28 宝田公園 大岩１９１８ 1,200

29 外神東緑地公園 外神東町３５３ 3,036

30 八景台公園 野中１０４５－１７ 1,605

31 朝霧自然公園 麓４８７－５ 97,470

853,482

※ 明星山公園野球場区域面積

都市公園一覧表

計３１か所
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別表2

№ 名        称 所        在        地 受託面積(㎡) 備   考

1 星山台中公園 星山２３７－２２ 462 小公園

2 万野ゴリラ公園 万野原新田３３７８－４４ 249 〃

3 万野わかば公園 万野原新田３３７８－６３ 250 〃

4 高原長峰中公園 山本６０８－３９ 314 〃

5 高原長峰南公園 山本６２２－１１ 446 〃

6 万野大森公園 万野原新田３１４１－２ 212 〃

7 万野五本松公園 万野原新田４０２０－３９ 341 〃

8 旭ケ丘北公園 山宮１０３１－６３ 490 〃

9 旭ケ丘南公園 山宮１０２６－６ 599 〃

10 宮原出口第１公園 宮原４６２－２９ 120 〃

11 東前田公園 源道寺町１３５９ 197 〃

12 黒田下谷戸公園 黒田７７－１９ 418 〃

13 小泉蟹入越公園 小泉１２４－１９ 126 〃

14 万野備後堀公園 万野原新田４０３９－３ 177 〃

15 黒田大ノ田公園 野中町４２９ 199 〃

16 大岩南谷戸第１公園 大岩４２－１０ 183 〃

17 上高原第１公園 山本３１１－１２ 211 〃

18 上高原第２公園 山本３１０－２４ 163 〃

19 大中里東田公園 大中里７１６－１０ 252 〃

20 大岩峰谷戸第１公園 大岩４５０－１６ 155 〃

21 大岩峰谷戸第２公園 大岩４１８－２５ 423 〃

22 小泉代官屋敷公園 小泉２２３２－６ 564 〃

23 山本下川原公園 山本２１７－１ 289 〃

24 万野琴平公園 万野原新田３３２０－５１ 389 〃

25 淀師風呂湧公園 淀師１９０－２３ 149 〃

26 粟倉霧ケ久保公園 粟倉１１４７－５５ 327 〃

27 星山月ノ輪第１公園 星山９７６－４ 182 〃

28 淀師中村公園 淀師５８９－２９ 260 〃

29 万野大森中島公園 万野原新田３１１１－１１ 134 〃

30 小泉三室公園 小泉１４４２－１３ 167 〃

31 小泉古宮公園 小泉２３２６－１８ 118 〃

32 小泉飛石公園 小泉２３８８－３６ 272 〃

33 宮原出口第２公園 宮原５１０－４ 121 〃

34 大岩南谷戸第２公園 大岩８－１７ 150 〃

35 宮原大塚公園 宮原４２４－３０ 244 〃

36 大岩峰谷戸第３公園 大岩５０５－４ 198 〃

37 万野備前原公園 万野原新田３４９８－１４ 105 〃

38 万野机島公園 万野原新田２９７６－１ 108 〃

39 大岩峰台公園 大岩１８７４ 840 〃

40 大宮道順公園 三園平１６０８ 155 〃

41 星山月ノ輪第２公園 星山９７４－２９ 190 〃

42 宮原下本村公園 宮原１７４－１１ 163 〃

43 安居山公園 安居山７２２－１０ 615 〃

44 小泉二号公園 小泉３３８－２ 338 〃

45 万野コミュニティ広場 万野原新田３５６９－１ 730 〃

小公園緑地等一覧表
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№ 名        称 所        在        地 受託面積(㎡) 備   考

46 宮原大塚第２公園 宮原４１９－３４ 176 小公園

47 山宮二ツ山公園 山宮１０１８－８１ 249 〃

48 万野南公園 万野原新田２９６２－８５ 136 〃

49 小泉代官屋敷第２公園 小泉２１８０－１ 149 〃

50 豊町公園 豊町１９８２－１３ 108 〃

51 万野琴平道東公園 万野原新田３３８６－１５ 169 〃

52 宮原出口第３公園 宮原５３７－４１ 132 〃

53 万野机島第２公園 万野原新田２９７９－３０ 303 〃

54 小泉三ツ室第２公園 小泉１４１１－３１ 203 〃

55 大久保上第１公園 北山６３８７－１ 4,003 〃

56 大久保上第２公園 北山４１０８－２３ 529 〃

57 北山志田水公園 北山６１８５－２６ 796 〃

58 富士見ケ丘公園 富士見ケ丘６２６－３６ 264 〃

59 万野大森新道西公園 万野原新田３１６８－１１ 145 〃

60 桜田公園 小泉２８４４－５ 760 〃

61 富士見ケ丘第２公園 富士見ケ丘３５７－１９ 282 〃

62 小泉代官屋敷第３公園 小泉２２５５－２０ 176 〃

63 大中里出口公園 大中里１１３５－１１ 126 〃

64 小泉向原公園 小泉１８９８－４ 164 〃

65 城北町公園 城北町４０７－１８ 131 〃

66 万野御殿原西公園 万野原新田２８９９－１７ 141 〃

67 星山坊地公園 星山８５－４４５ 476 〃

68 万野拾石沢公園 万野原新田４０７２－３３ 182 〃

69 粟倉霧ケ久保第２公園 粟倉１１１５－６ 160 〃

70 万野琴平道西公園 万野原新田３４６１－１５ 181 〃

71 矢立町公園 矢立町９１０－１７ 190 〃

72 小泉大室公園 小泉１４５７－１４ 390 〃

73 大岩廣町公園 大岩８１７－７ 152 〃

74 小泉タヤ公園 小泉１１１１－７ 179 〃

75 万野五本松第２公園 万野原新田４０３４－３１ 147 〃

76 淀師渋沢公園 淀師５３１－７ 184 〃

77 万野東原公園 万野原新田３０６０－１１ 232 〃

78 小泉神祖公園 小泉１３３４－８ 188 〃

79 小泉神祖上公園 小泉１６１２－２２ 253 〃

80 小泉向原第２公園 小泉１９２４－７ 207 〃

81 源道寺公園 源道寺町９８３－１ 123 〃

82 万野備後堀第２公園 万野原新田４０４４－３３ 207 〃

83 香葉台公園 羽鮒８７８－４４ 1,232 〃

84 明光台公園 猫沢２３８－１０ 149 〃

85 柚里ヶ丘公園 大鹿窪１５６－４２ 495 〃

86 小泉代官屋敷第４公園 小泉２２３１－９ 124 〃

87 小泉寺ノ後公園 小泉１６２５－２３ 155 〃

88 万野中通公園 万野原新田３９１４－１９ 244 〃

89 中島町第２公園 中島町３６０－１ 284 〃

90 万野桜並木公園 万野原新田４１３６－１４ 673 〃

91 外神河原上公園 外神１３９５－２９ 590 〃

92 小泉寺ノ前公園 小泉１６９４－２１ 218 〃
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№ 名        称 所        在        地 受託面積(㎡) 備   考

93 野中上ノ原公園 野中１１５５－６ 151 小公園

94 羽鮒公園 羽鮒２２５０－１８ 1,109 〃

95 大岩丸谷戸公園 大岩７２３－１１ 127 〃

96 万野大森中島第２公園 万野原新田３１１６－１９ 120 〃

97 万野捨石沢第２公園 万野原新田４０７５－１ 110 〃

98 小泉古宮第２公園 小泉２２６４－３９ 218 〃

99 大岩時田公園 大岩１５２－１９ 214 〃

100 淀師天之池公園 淀師２３７－１地先 443 〃

101 小泉木ノ行寺公園 小泉１１６０－２内 130 〃

102 淀師富士隠公園 淀師１８１６－７ 611 〃

103 富士見ヶ丘第３公園 富士見ヶ丘３５１外 204 〃

104 小泉権現公園 小泉３１０－１外 137 〃

105 (仮称）舞々木公園 舞々木町８６１－１外 148 〃

106 (仮称）小泉蟹入越第２公園 小泉７３－１外 172 〃

107 (仮称）大中里白土公園 大中里９７６－１外 179 〃

108 (仮称）小泉神祖第２公園 小泉１３４２－２外 120 〃

109 神田川東緑地 神田川町６６ 1,422 緑地等

110 神田川南緑地 神田川町７１ 684 〃

111 青木西ノ山第１緑地 青木平１１５ 39,694 〃

112 青木西ノ山第２緑地 青木平４７５ 25,807 〃

113 青木西ノ山第２公園 青木平１６３ 9,614 〃

114 青木西ノ山その他緑地 青木平２７外 5,676 〃

115 高原長峰北緑地 貫戸３２４－３２ 1,996 〃

116 高原長峰南緑地 山本６２２－２０ 1,570 〃

117 万野原団地緑地 万野原新田３３７８－６０ 221 〃

118 西小泉町緑地 西小泉町１７－６外 2,613 〃

119 外神東緑地 外神東町３４６－１外 3,419 〃

120 アピール広場 西小泉町２０－１ 191 〃

121 潤井川滝戸緑地 泉町８１０ 283 〃

122 宮原沿道緑地１ 宮原３－４ 46 〃

123 宮原沿道緑地２ 宮原３８４－１０ 28 〃

124 白尾山公園進入路緑地 野中１３７７ 150 〃

125 中央広場 中央町１１０６－３ 1,115 〃

126 西駅前ロータリー 貴船町５７６－１４ 83 〃

127 よしま池公園 大中里９３０－２ 1,440 〃

128 潤井川河川敷緑地 淀師地先（青見橋～富丘桜橋両岸） 17,076 〃

129 フーちゃん公園 上井出１１９ 1,897 〃

130 歴史広場 上井出５７６ 3,358 〃

131 大沢川スポーツ広場 上井出１２９８ 4,342 〃

132 （仮称）大岩公園 大岩４３７ 8,111 〃

133 大岩運動公園 大岩４７４ 1,480 〃

134 弓沢川河川敷緑地 万野原新田地先 4,738 〃

135 潤井川河川敷緑地 馬見塚地先 8,123 〃

136 富士宮住宅団地緑地 星山８５－３４０ 16,602 〃

137 青木団地緑地 外神１５５０－９９ 57 〃

138 小泉代官屋敷緑地 小泉２２３２－８外 213 〃

139 猪之頭中山公園 猪之頭２１９２－１０６外 1,218 〃
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№ 名        称 所        在        地 受託面積(㎡) 備   考

140 大沢河川敷緑地 上井出２７８８－２外 10,345 緑地等

141 潤井川河川敷緑地 野中地先（楓橋～大中里東田公園右岸、楓橋～滝土橋左岸） 7,200 〃

142 北山工業団地緑地 北山地先 4,970 〃

143 富士山さくらの園 山宮３７５９－４６３ 20,000 〃

144 杉田寺地公園 杉田５１４－１４ 143 〃

145 中島町公園 中島町５９９ 348 〃

146 田中町沿道緑地 田中町５１０－１ 65 〃

147 万野桜並木緑地 万野原新田４１２８－１６外 839 〃

148 福知神社こども広場 朝日町１４７７－３ 530 〃

241,452合計148か所
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Ⅳ　庶務事項

（1)　理事会に関する事項

（2)　評議員会に関する事項

〃

〃

H29.3.17

〃

H29.3.17

H29.1.27H29.1.27

〃

H28.5.12

〃

〃

H28.10.25

H28.5.12

〃

〃

H28.10.25

第４号議案

平成２７年度公益財団法人富士宮市振興公
社事業決算について

平成２８年度公益財団法人富士宮市振興公
社収支補正予算（第１号）について

公益財団法人富士宮市振興公社評議員会の
招集について

平成２８年度公益財団法人富士宮市振興公
社収支補正予算（第２号）について

平成２８年度公益財団法人富士宮市振興公
社収支補正予算（第３号）について

平成２９年度公益財団法人富士宮市振興公
社事業計画について

平成２９年度公益財団法人富士宮市振興公
社収支予算について

公益財団法人富士宮市振興公社特定費用準
備資金等取扱規則の制定について

第９号議案

H29.3.28H29.3.28第１号議案

第７号議案
公益財団法人富士宮市振興公社評議員会の
招集について

〃 〃

提出年月日

第１号議案
平成２７年度公益財団法人富士宮市振興公
社事業報告について

議案番号 件                　　名 議決年月日提出年月日

第５号議案
公益財団法人富士宮市振興公社資産取得資
金について

〃 〃

第２号議案

第３号議案

第１号議案

第２号議案

H28.5.30

議決年月日

平成２７年度公益財団法人富士宮市振興公
社事業決算（貸借対照表ほか）について

議案番号

H28.5.30

〃 〃

第６号議案

第６号議案

第７号議案

第８号議案

公益財団法人富士宮市振興公社評議員の選
任について

件                　　名

平成２８年度公益財団法人富士宮市振興公
社収支補正予算（第４号）について

〃 〃
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（3)　監査に関する事項

（4)　役員に関する事項（平成２９年３月３１日現在）

備  考

理 事 長 河原﨑 信 幸

常 務 理 事 望 月 斉

理 事 外 記 省 吾

加 納 永 子

太 田 和 雄

望 月 克 巳

石 川 明 彦

監 事 黒 松 健太郎

小 室 忠 雄

評 議 員 清 功

市 川 祐 司

村 松 雅 子

後 藤 佳 正

伊 藤 壽 文

平 野 正 之

芝 田 英 洋

選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会

の終結の時まで

選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会

の終結の時まで

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

省略

〃

〃

〃

〃

〃

役  職  名 氏       名 住       所 就任年月日

監査年月日 監査の種類 監   　査   　の   　内   　容

H26.9.12

H27.4.1

H25.4.1

〃 〃

H28.5.10

会計監査
平成２７年度公益財団法人富士宮市振興公社決算書並びに証
ひょう類の閲覧による監査

業務監査
平成２７年度公益財団法人富士宮市振興公社事業報告書によ
る関係書類の閲覧並びに主要施設等の視察による管理状況の
監査

〃 〃

H25.4.1

〃 H26.5.29

H25.4.1

〃 〃

〃 H27.5.28

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃〃

〃

〃

理 事 の 任 期 ：

監事・評議員の任期：

〃 H27.11.7

〃 H27.4.1

〃
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