
令和２年度

事　業　報　告　書

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

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。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部の事業を中止又

　は延期とするとともに、各施設において感染症予防対策を実施し、利用者の安全に配慮

　した施設運営に努めました。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)  老朽化に伴うトイレ棟の建替えその他の整備改修工事を行いました。

  (2)  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。

  (3)　管理人を常駐させ、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、４件の申込みがありました。

  (4)　バケツ等の備置き備品の充実・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。

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

  (6)  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３３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。

令和２年度　事業報告書

40,942,000円

金　額工　事　名

令和2年度富士宮市朝霧霊園施設等整備工事

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

８１件 １６件 ７件 ７５件 ２４件 ３５件 ２０件

墓　　　地 使　用　者

－　1　－



  (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、許可申請手続の取扱い、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。

　外注による樹木の管理状況

利用日数 利用件数 利用者数

253日　 326件　 9,203人　

112日　 134件　 6,429人　

110日　  106件　 4,832人　

566件　 20,464人　

590件　 35,534人　

施　　　設　　　名

前　年　度　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）

合　　　　　計

事　　業　　名 開催日 参加者数等

第１回
みどりの教室

11/29
子ども10人
保護者5人

第２回
みどりの教室

3/7
子ども7人
保護者6人

第１回
愛犬との暮らし方教室

9/6 7組(13人･7頭)

第２回
愛犬との暮らし方教室

11/28 10組(13人･12頭)

第３回
愛犬との暮らし方教室

3/14 16組(32人･17頭)

剪定木配布事業

落ち葉配布事業

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

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たしつけ
教室を開催

内　　　容

白尾山公園で秋の自然観察、集めた材料
を使ってクリスマス飾り等の作製

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

外神東公園で春みつけさんぽと工作

業　　　務　　　名 内　　　容 金　額 完了日

天母山自然公園樹木伐採業務 マツ1本伐採 187,000円 6/27

万野風穴池田公園樹木伐採業務
ケヤキ1本、シイノキ1本、ホオノ
キ3本伐採

528,000円 8/18

万野風穴池田公園枯木伐採業務 サクラ1本伐採 38,500円 8/18

白尾山公園樹木伐採業務 コナラ3本伐採 258,500円 8/28

1,012,000円合 　　計 －　2　－



  (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

　

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、芸術音楽を中心とした社会貢献事業及び各種少人

   数向け講座事業を企画し、富士宮市民文化会館において、各種講座事業等を実施しまし

   たが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、鑑賞事業等を中止又は延期としまし

 　た。

件　　　　名 金　額 完了日

外神東公園内ポンプ室屋根修繕 224,400円 5/9

外神東公園単独処理浄化槽ブロワ―交換修繕 55,000円 5/21

星山台公園外灯修繕 99,000円 6/18

外神東公園外灯ポール安定器蓋取替修繕 24,200円 6/18

西ノ山中央公園コンクリート壁修繕 279,994円 7/2

万野風穴池田公園トイレ浄化槽修繕 132,000円 7/10

明星山公園野球場屋外トイレブレーカ修繕 29,700円 9/30

天母山自然公園屋外トイレ清掃詰まり修繕 34,800円 11/26

向田公園外灯修繕 137,500円 11/30

外神東公園東側トイレ照明修繕 23,980円 11/30

外神東公園笠木修繕 68,310円 1/19

粟倉南公園法面修繕 110,000円 2/4

黒田北公園ブランコ修繕 99,000円 2/10

笠井田公園滑り台腐食、穴開き修繕 51,700円 3/10

黒田北公園滑り台腐食、穴開き修繕 48,400円 3/10

外神東公園外神城1F柱・梁修繕 203,720円 3/18

合　　計 1,621,704円

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

76件 20件 39件 14件

業　　　務　　　名 内　　　容 金　額 完了日

天母山自然公園樹木伐採業務 マツ1本伐採 187,000円 6/27

万野風穴池田公園樹木伐採業務
ケヤキ1本、シイノキ1本、ホオノ
キ3本伐採

528,000円 8/18

万野風穴池田公園枯木伐採業務 サクラ1本伐採 38,500円 8/18

白尾山公園樹木伐採業務 コナラ3本伐採 258,500円 8/28

1,012,000円合 　　計
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  (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

茶道講座 大人を対象とした初歩の茶道講座 6/22～3/22 18回 52人

ロイヤルタティング
レース講座（初級）

結びの連続法で繊細なレースを作る。
（初級）

9/23～3/24 7回 41人

ロイヤルタティング
レース講座

結びの連続法で繊細なレースを作る。 9/23～3/24 7回 87人

二胡入門講座 中国の伝統楽器二胡の演奏法を学ぶ。 6/3～3/17 20回 134人

二胡初級講座
中国の伝統楽器二胡の演奏法を学ぶ。
入門から一歩踏み込んだ内容

6/3～3/17 20回 307人

（ゴールド①）
7/11～3/20

18回 256人

（ゴールド②）
7/11～3/20

18回 263人

（夜クラス）
7/8～3/24

18回 136人

126回 1,276人

ズンバ講座
ラテン系音楽とダンスを楽しみながら
のフィットネス

合　　　計

事　　　業　　　名 開催日 会場 公演回数 入場者数

避難訓練コンサート 6/6 大ホール

カミナリグモ×近藤康平 8/10 小ホール

明星/Akeboshiコンサート 9/13 小ホール

さかなクンのぎょぎょっとびっくりおさかなのお
話

10月 大ホール

JAZZ無観客ライブ　録画配信 11/21 大ホール 1回 0人

ブロードウェイ・ミュージカル「A　CLASS
ACT」

12/20 大ホール

春風亭柳橋　桂歌春　二人会 1/31 大ホール

ダンスで語るシルクロード 2/27 大ホール

沢井比河流リサイタル 3/7 大ホール

沢井比河流　夢響演　録画配信 3/7 大ホール 1回 0人

2回 0人

※中止・延期は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

中止

延期

延期

中止

延期

中止

中止

中止

合　　　　計

事　　　業　　　名 開催日 会場 公演回数 入場者数

宮のおんがく会vol.11 10/11 大ホール

科学教育支援事業「サイエンスショー」 12/5 大ホール 2回 596人

2回 596人

※延期は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

合　　　　計

延期
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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345日）

施設名

区分 1 2 3 1 2 1 2 3

112 205 153 100 132 134 84 274 112 161 1,467 3,241

8,026 4,894 4,878 4,125 4,644 1,002 796 3,260 627 916 33,168 130,776

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

前年度計

回転数
(回)

練    習    室
合 計

大
ホール

利用者数
（人）

小
ホール

展    示    室 和    室

講  座  名 内　　　容 開催日 回数 延べ受講者数

茶道講座 大人を対象とした初歩の茶道講座 6/22～3/22 18回 52人

ロイヤルタティング
レース講座（初級）

結びの連続法で繊細なレースを作る。
（初級）

9/23～3/24 7回 41人

ロイヤルタティング
レース講座

結びの連続法で繊細なレースを作る。 9/23～3/24 7回 87人

二胡入門講座 中国の伝統楽器二胡の演奏法を学ぶ。 6/3～3/17 20回 134人

二胡初級講座
中国の伝統楽器二胡の演奏法を学ぶ。
入門から一歩踏み込んだ内容

6/3～3/17 20回 307人

（ゴールド①）
7/11～3/20

18回 256人

（ゴールド②）
7/11～3/20

18回 263人

（夜クラス）
7/8～3/24

18回 136人

126回 1,276人

ズンバ講座
ラテン系音楽とダンスを楽しみながら
のフィットネス

合　　　計

件　　　　　　名 金額 完了日

雨水漏水対処及び調査修繕 31,900円 5/18

１階トイレ手洗い修繕 42,900円 5/22

展示室２床コンセント回路修繕 70,400円 6/13

１階事務室等照明器具交換修繕 177,430円 6/19

１階通路非常灯不点修繕 28,930円 7/20

カーペット取替修繕 242,000円 7/21

消防用設備修繕 220,000円 7/31

展示室２・３床面Pタイル張り替え修繕 165,000円 8/5

駐輪場石積目地修繕 99,242円 8/18

小ホール楽屋雨漏り修繕 96,800円 8/21

機械室送排風機タイマーリレー交換修繕 92,400円 8/21

楽屋５ミラーライト交換修繕 23,100円 8/27

小ホール楽屋壁塗装修繕 118,800円 9/28

１階女子トイレ手洗い排水修繕 23,100円 9/30

小ホール楽屋照明器具交換修繕 40,480円 10/16

自動制御機器交換修繕 198,000円 10/22

大ホールホワイエ、楽屋応接室雨漏り修繕 473,000円 10/27

誘導灯修繕 121,000円 11/20

冷温水発生機貯室圧力センサー交換修繕 165,000円 11/30

練習室１安定器交換修繕 18,700円 12/11

高座用座布団修繕 19,690円 12/18

２階通路水銀灯配線修繕 7,700円 12/22

１階男子トイレ手洗修繕 97,900円 2/3

展示室２照明器具交換修繕 13,310円 3/16

消防用設備修繕 71,500円 3/31

合　　計 2,658,282円
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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

件　　　　　　名 金額 完了日

雨水漏水対処及び調査修繕 31,900円 5/18

１階トイレ手洗い修繕 42,900円 5/22

展示室２床コンセント回路修繕 70,400円 6/13

１階事務室等照明器具交換修繕 177,430円 6/19

１階通路非常灯不点修繕 28,930円 7/20

カーペット取替修繕 242,000円 7/21

消防用設備修繕 220,000円 7/31

展示室２・３床面Pタイル張り替え修繕 165,000円 8/5

駐輪場石積目地修繕 99,242円 8/18

小ホール楽屋雨漏り修繕 96,800円 8/21

機械室送排風機タイマーリレー交換修繕 92,400円 8/21

楽屋５ミラーライト交換修繕 23,100円 8/27

小ホール楽屋壁塗装修繕 118,800円 9/28

１階女子トイレ手洗い排水修繕 23,100円 9/30

小ホール楽屋照明器具交換修繕 40,480円 10/16

自動制御機器交換修繕 198,000円 10/22

大ホールホワイエ、楽屋応接室雨漏り修繕 473,000円 10/27

誘導灯修繕 121,000円 11/20

冷温水発生機貯室圧力センサー交換修繕 165,000円 11/30

練習室１安定器交換修繕 18,700円 12/11

高座用座布団修繕 19,690円 12/18

２階通路水銀灯配線修繕 7,700円 12/22

１階男子トイレ手洗修繕 97,900円 2/3

展示室２照明器具交換修繕 13,310円 3/16

消防用設備修繕 71,500円 3/31

合　　計 2,658,282円

内　容 開催日 回数 延べ受講者数

宮本区永寿会

常磐区柏寿会

ひばりが丘区九十九会

27回 330人

※中止は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

リズムに乗って楽しくエクササイズ

健康体操（練功）

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

アイシングクッキーの
お菓子の家をつくろう

親
子
講
座

そばうち教室
（午後）

フランスのお花屋さん
がつくるプリザーブド
ブーケ

リースより初心者向け。花や植物を束
ねて飾るクリスマスのブーケをつく
る。

11/29 1回

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

お飾り教室 新春を祝う、手作りのお飾り作り。 中止

中止

親子でアイシングクッキーのお菓子の
家を作る。

12/26 1回 10人

女性のための優し
いズンバ

短
期
講
座

地元の朝霧高原そば粉を使ったそば打
ちを学ぶ。

初心者が安心して取り組めるピラティ
ス

きららイタリアーノⅡ

100人

14人

50人

56人

8人

中止

そばうち教室
（午前）

中止

写真を始めよう！
～もっと撮りたくな
る！写真の基礎講座～

86人

事　業　名

癒しのハーバリウ
ムづくり

7回9/8～3/9
長
期
講
座 はじめてのピラティス

～誰でもできる入門編～

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。

9/17～12/17 4回

聖光院有彩のタティング
レース中級2 9/9～3/10 7回

女性のための月曜
夜ヨガ

旬の食材を使ったおしゃれな料理を学
ぶ。

手ごねのパン生地作りから、焼き上が
りまでの楽しさを体験。

本格イタリアンをシェフから学ぶ１日
講座

上海生まれ中国の国民体操「練功十八
法」を音楽に合わせ行う。

専用のオイルに浸し「みずみずしい状態」
でお花や植物を鑑賞していただける新感覚
のインテリアフラワー雑貨を作る。

本格イタリアンをシェフから学ぶ１日
講座

はじめてさんのお
うちパン

聖光院有彩のタティング
レース中級

秋野菜・オレンジチキ
ングリルと紅茶の焼き
栗入りパウンドケーキ

10/30 1回

男のピラティス
体幹トレーニング

体幹を鍛えるためのスロートレーニン
グで動けるカラダ作り。

英国の歴史ある美しいタティングレー
スを学べる講座

カメラの設定や撮影方法を学び、今後
の写真ライフに活かすための基礎講座

きららイタリアーノⅠ

発見！富士宮歴史塾 知られざる地元の歴史を学ぶ。 9/16～1/20 5回

ストレス解消・リラックス効果・身体
の柔軟性を高める効果を得る。

中止

青
年
講
座

健康美人を作る
簡単・おいしい料理教室

和風・洋風・中華風など手軽で栄養バ
ランスのとれた料理を学ぶ。

合　　　計

きららイタリアーノⅢ
本格イタリアンをシェフから学ぶ１日
講座

中止

とろ～り！ほっかほか
チーズカレーまん

冬に恋しくなる中華まんをご家庭で作
れるように楽しく学ぶ。

1/20 1回 6人
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　(ｲ）大富士交流センター

内　容 開催日 回数 延べ受講者数

宮本区永寿会

常磐区柏寿会

ひばりが丘区九十九会

27回 330人

※中止は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

リズムに乗って楽しくエクササイズ

健康体操（練功）

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

アイシングクッキーの
お菓子の家をつくろう

親
子
講
座

そばうち教室
（午後）

フランスのお花屋さん
がつくるプリザーブド
ブーケ

リースより初心者向け。花や植物を束
ねて飾るクリスマスのブーケをつく
る。

11/29 1回

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

お飾り教室 新春を祝う、手作りのお飾り作り。 中止

中止

親子でアイシングクッキーのお菓子の
家を作る。

12/26 1回 10人

女性のための優し
いズンバ

短
期
講
座

地元の朝霧高原そば粉を使ったそば打
ちを学ぶ。

初心者が安心して取り組めるピラティ
ス

きららイタリアーノⅡ

100人

14人

50人

56人

8人

中止

そばうち教室
（午前）

中止

写真を始めよう！
～もっと撮りたくな
る！写真の基礎講座～

86人

事　業　名

癒しのハーバリウ
ムづくり

7回9/8～3/9
長
期
講
座 はじめてのピラティス

～誰でもできる入門編～

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。

9/17～12/17 4回

聖光院有彩のタティング
レース中級2 9/9～3/10 7回

女性のための月曜
夜ヨガ

旬の食材を使ったおしゃれな料理を学
ぶ。

手ごねのパン生地作りから、焼き上が
りまでの楽しさを体験。

本格イタリアンをシェフから学ぶ１日
講座

上海生まれ中国の国民体操「練功十八
法」を音楽に合わせ行う。

専用のオイルに浸し「みずみずしい状態」
でお花や植物を鑑賞していただける新感覚
のインテリアフラワー雑貨を作る。

本格イタリアンをシェフから学ぶ１日
講座

はじめてさんのお
うちパン

聖光院有彩のタティング
レース中級

秋野菜・オレンジチキ
ングリルと紅茶の焼き
栗入りパウンドケーキ

10/30 1回

男のピラティス
体幹トレーニング

体幹を鍛えるためのスロートレーニン
グで動けるカラダ作り。

英国の歴史ある美しいタティングレー
スを学べる講座

カメラの設定や撮影方法を学び、今後
の写真ライフに活かすための基礎講座

きららイタリアーノⅠ

発見！富士宮歴史塾 知られざる地元の歴史を学ぶ。 9/16～1/20 5回

ストレス解消・リラックス効果・身体
の柔軟性を高める効果を得る。

中止

青
年
講
座

健康美人を作る
簡単・おいしい料理教室

和風・洋風・中華風など手軽で栄養バ
ランスのとれた料理を学ぶ。

合　　　計

きららイタリアーノⅢ
本格イタリアンをシェフから学ぶ１日
講座

中止

とろ～り！ほっかほか
チーズカレーまん

冬に恋しくなる中華まんをご家庭で作
れるように楽しく学ぶ。

1/20 1回 6人

内　容 開催日 回数 延べ受講者数

86回 893人

※中止は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

大富士地区園児を対象とした折り紙教室

1/6～3/24 12回

120人

自
主
事
業

幼児の知育教室 中止

親子料理教室
大富士地区1.2.3年生を対象とした料理教
室

中止

幼児のおやつ教室
母親を対象に普段とは一味違うおやつ作り
に挑戦。

中止

簡単に家庭でできる様々なケーキを作
る。

5回

12/6 1回

青
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。

中止

74人1/17～2/14

9/2～11/25 12回

108人

6人

11/28 1回

親
子
講
座

パン作り教室（春）

親子（小学生以上）でクリスマスケー
キを作る。

レッツトライ!
オータムクッキング

「食欲の秋」を実践する料理教室 9/5

パン作り教室（秋）自家製パンを楽しく作る。

誰でもできる骨盤
エクササイズ

骨盤を整えて全身をきれいにしていき
ましょう。

短
期
講
座

蕎麦打ち教室
行く年を、自分の手作り蕎麦で送って
みませんか。

中止

短期集中!　ヨガ＆
ストレッチ

ヨガを通して健康的な身体と心を養
う。

10/17,31、11/14

短期集中!  ヨガ＆
ストレッチ

ヨガを通して健康的な身体と心を養
う。

自家製パンを楽しく作る。

年末年始のおもてな
し料理とスイーツ

おうちで簡単フレンチ☆鶏肉のガラン
ティーヌ

フラワーアレンジ
メント（冬）

生花で作るクリスマスツリー

干支を折る
折り紙を利用した干支作り。平面と立
体ヴァージョン両方作成。

あこがれのケーキ
を家庭で

24人

12人

5回 70人

3回

6人

11/19～12/17

6人

12/11 1回

12/5 1回

長
期
講
座 英会話

事　業　名

ヨガ＆ストレッチ
ヨガを通して健康的な身体と心を養
う。

9/4～12/25
(10/23は除く)

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。

10/13、11/10

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。

9/10～1/14

外国人講師による英会話
9/3～12/17

(10/22は除く)

高齢者学級

幼児家庭教育学級

228人

15回 127人

16回

5回 36人

2回 25人

夏でもさっぱり！
スタミナ料理

夏バテに打ち勝つ健康スタミナ料理教
室

頭と身体のフィッ
トネス

脳トレとエアロビクスで頭と身体を鍛
える。

中止

中止

中止

中止

中止

親子料理教室

1回 12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。

9/9～10/14
（9/23は除く）

5回 34人

フラワーアレンジ
メント（秋）

秋の収穫を祝うハロウィンの飾り 10/4 1回 5人

合　　　計

絵本の読み聞かせ
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

中止
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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、講座の情報提供等を行いました。

  (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１５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配架し、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、英語や韓国語の語学講座や外

　国人向けの日本語教室等を開催しました。

ウ　国際交流フェスティバルの動画配信を行いました。

エ　毎月広報ふじのみや外国語版の配布を行いました。

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

　配架、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。

内　容 開催日 回数 延べ受講者数

86回 893人

※中止は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

大富士地区園児を対象とした折り紙教室

1/6～3/24 12回

120人

自
主
事
業

幼児の知育教室 中止

親子料理教室
大富士地区1.2.3年生を対象とした料理教
室

中止

幼児のおやつ教室
母親を対象に普段とは一味違うおやつ作り
に挑戦。

中止

簡単に家庭でできる様々なケーキを作
る。

5回

12/6 1回

青
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。

中止

74人1/17～2/14

9/2～11/25 12回

108人

6人

11/28 1回

親
子
講
座

パン作り教室（春）

親子（小学生以上）でクリスマスケー
キを作る。

レッツトライ!
オータムクッキング

「食欲の秋」を実践する料理教室 9/5

パン作り教室（秋）自家製パンを楽しく作る。

誰でもできる骨盤
エクササイズ

骨盤を整えて全身をきれいにしていき
ましょう。

短
期
講
座

蕎麦打ち教室
行く年を、自分の手作り蕎麦で送って
みませんか。

中止

短期集中!　ヨガ＆
ストレッチ

ヨガを通して健康的な身体と心を養
う。

10/17,31、11/14

短期集中!  ヨガ＆
ストレッチ

ヨガを通して健康的な身体と心を養
う。

自家製パンを楽しく作る。

年末年始のおもてな
し料理とスイーツ

おうちで簡単フレンチ☆鶏肉のガラン
ティーヌ

フラワーアレンジ
メント（冬）

生花で作るクリスマスツリー

干支を折る
折り紙を利用した干支作り。平面と立
体ヴァージョン両方作成。

あこがれのケーキ
を家庭で

24人

12人

5回 70人

3回

6人

11/19～12/17

6人

12/11 1回

12/5 1回

長
期
講
座 英会話

事　業　名

ヨガ＆ストレッチ
ヨガを通して健康的な身体と心を養
う。

9/4～12/25
(10/23は除く)

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。

10/13、11/10

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。

9/10～1/14

外国人講師による英会話
9/3～12/17

(10/22は除く)

高齢者学級

幼児家庭教育学級

228人

15回 127人

16回

5回 36人

2回 25人

夏でもさっぱり！
スタミナ料理

夏バテに打ち勝つ健康スタミナ料理教
室

頭と身体のフィッ
トネス

脳トレとエアロビクスで頭と身体を鍛
える。

中止

中止

中止

中止

中止

親子料理教室

1回 12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。

9/9～10/14
（9/23は除く）

5回 34人

フラワーアレンジ
メント（秋）

秋の収穫を祝うハロウィンの飾り 10/4 1回 5人

合　　　計

絵本の読み聞かせ
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

中止
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  (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

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

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 前年度計

貸出冊数(冊) 3,021 2,757 3,032 3,477 3,122 3,016 3,581 3,135 2,888 2,902 3,079 3,210 37,220 43,386

返却冊数(冊) 3,768 2,577 3,069 3,609 3,637 3,286 3,795 3,511 3,072 3,198 3,254 3,555 40,331 49,036

利用人数(人）
※受付簿記入者のみ

370 336 563 693 752 804 968 861 718 765 738 704 8,272 16,137

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347日）

施設名 多目的

区分 ホール 1 2 3 4 5 6

255 281 311 316 314 150 71 28 297 2,023 3,784

2,476 2,535 1,806 2,833 1,739 692 400 106 3,575 16,162 43,338

※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）

会議室
前年度計合計調理室 集会室

イ　大富士交流センター公益目的施設貸与状況（開館日数307日）

施設名

区分 1 2 1 2 3 4

275 467 171 112 127 172 258 78 1,660 2,831

3,720 5,948 995 351 822 1,163 1,951 354 15,304 36,311

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

前年度計

利用者数
（人）

回転数
（回）

集会室 会議室
和室 調理室 合計

貸出冊数(冊) 481 627 582 551 557 529 499 509 590 522 546 495 6,488 6,411

返却冊数(冊) 560 483 661 622 564 652 626 613 647 638 642 625 7,333 8,796

利用人数(人）
※受付簿記入者のみ

51 0 195 194 216 237 262 304 189 193 248 180 2,269 4,161

合 計 前年度計10月 11月 12月 １月 ３月９月６月 ７月 ８月 ２月４月 ５月

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
動展示等

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
示部門の発表等

※中止は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

　　　　　　中止
※過去の展示部門の発表の様
子をYouTubeにて配信

中止
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  (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５，７１９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

     令和２年度末における公益目的事業比率は、６９．１％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。

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、富士宮市小規

　 　模授産所連合会と委託契約を結び、実施しました。

　外注による樹木の管理状況

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345日）

施設名

区分 1 2 3 1 2 1 2 3

32 20 59 61 279 20 59 63 129 80 802 1,269

6,289 962 576 596 6,880 144 229 1,361 1,247 896 19,180 39,550

※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）

前年度計合 計
練    習    室大

ホール
小

ホール

展    示    室 和    室

業　　　務　　　名 内　　　容 金　額 完了日

舞々木墓地樹木剪定及び伐採業務
モクセイ１本剪定、１本伐採
ヒマラヤスギ１本、ツバキ１本伐採

192,500円 8/6

舞々木墓地枯木伐採業務 カシ１本、クヌギ１本伐採 239,800円 9/18

432,300円合　　　計
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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。

　駐車場利用実績 （台）

  (4)　自動販売機設置事業

　各施設の設置状況

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345日）

施設名

区分 1 2 3 1 2 1 2 3

32 20 59 61 279 20 59 63 129 80 802 1,269

6,289 962 576 596 6,880 144 229 1,361 1,247 896 19,180 39,550

※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）

前年度計合 計
練    習    室大

ホール
小

ホール

展    示    室 和    室

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347日）

施設名 多目的

区分 ホール 1 2 3 4 5 6

4 57 76 45 74 79 107 24 44 510 856

36 489 362 323 295 278 436 135 897 3,251 7,989

※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）

会議室

回転数
（回）

前年度計調理室 集会室 合計

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307日）

施設名

区分 1 2 1 2 3 4

7 25 75 59 150 100 18 4 438 694

530 645 249 179 2,080 798 107 33 4,621 10,641

※回転数とは、午前・午後・夜間の部での利用頻度数

前年度計

回転数
（回）

利用者数
（人）

集会室 会議室
和室 調理室 合計

区分 施設利用者
年度 （2時間30分免除）

10,307 2,862 14,129 27,298

19,642 6,478 27,967 54,087

全額免除 一般利用者 合計

今年度

前年度

（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　３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
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  (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

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（１５６か所）管理

富丘交流センター開設準備事務
万野原新田４１３６－６
（大富士交流センター内）

富丘交流センターの開館に向けた、
利用団体登録受付、利用調整、一般
利用申請受付等準備
内覧会の立ち合い
施設用備品の設置

平日午後5時以降、土日祝日における
鍵紛失者等の対応

富士宮駅構内貸ロッカー一次対応 富士宮駅構内

神田川観光駐車場トイレ等清掃及
び樹木管理

富士宮市宮町地先
トイレ等の清掃並びに花壇、芝生及
び低木の管理等

大岩１７９３－１ トイレ等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

富士宮市中央町・前田町地内
公衆トイレの清掃、 植栽の剪定、除
草及び保守点検等
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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 22,162

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

32 浅間町フレンドパーク 浅間町２３７－２０ 2,034

33 宝町公園 宝町７６０ 2,198

857,713

※ 明星山公園野球場区域面積

都市公園一覧表

計３３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３１０－２４ 358 〃

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 小泉蟹入越第２公園 小泉７２－８ 172 〃

106 舞々木公園 舞々木町８６１－３ 148 〃

107 小泉神祖上第２公園 小泉１５３６－１９ 229 〃

108 小泉神祖第２公園 小泉１３４２－４６ 126 〃

109 大岩丸谷戸第２公園 大岩７２４－３１ 142 〃

110 大中里白土公園 大中里９７７－１８外 179 〃

111 淀師富士隠第２公園 淀師３２８３－１外 1,089 〃

112 小泉荻間公園 小泉５７２－９ 245 〃

113 万野西ノ原公園 万野原新田３２８３－１外 570 〃

114 若の宮公園 若の宮３６０－７ 127

115 外神河原上第２公園 外神１３９５－１０７ 170 〃

116 小泉石敷公園 小泉６９２－１ 376 〃

117 小泉神祖第３公園 小泉１３１７－３３ 131 〃

118 神田川東緑地 神田川町６６ 1,422 緑地等

119 神田川南緑地 神田川町７１ 684 〃

120 青木西ノ山第１緑地 青木平１１５ 39,694 〃

121 青木西ノ山第２緑地 青木平４７５ 25,807 〃

122 青木西ノ山第２公園 青木平１６３ 9,614 〃

123 青木西ノ山その他緑地 青木平２７外 5,676 〃

124 高原長峰北緑地 貫戸３２４－３２ 1,996 〃

125 高原長峰南緑地 山本６２２－２０ 1,570 〃

126 万野原団地緑地 万野原新田３３７８－６０ 221 〃

127 西小泉町緑地 西小泉町１７－６外 2,613 〃

128 外神東緑地 外神東町３４６－１外 3,419 〃

129 潤井川滝戸緑地 泉町８１０ 283 〃

130 宮原沿道緑地１ 宮原３－４ 46 〃

131 宮原沿道緑地２ 宮原３８４－１０ 28 〃

132 白尾山公園進入路緑地 野中１３７７ 150 〃

133 中央広場 中央町１１０６－３ 1,115 〃

134 西駅前ロータリー 貴船町５７６－１４ 83 〃

135 よしま池公園 大中里９３０－２ 1,440 〃

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

137 フーちゃん公園 上井出１１９ 1,897 〃

138 歴史広場 上井出５７６ 3,358 〃

139 大沢川スポーツ広場 上井出１２９８ 4,342 〃
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№ 名        称 所        在        地 受託面積(㎡) 備   考

140 （仮称）大岩公園 大岩４３７ 8,111 緑地等

141 大岩運動公園 大岩４７４ 1,480 〃

142 弓沢川河川敷緑地 万野原新田地先 4,738 〃

143 潤井川河川敷緑地 馬見塚地先 8,123 〃

144 富士宮住宅団地緑地 星山８５－３４０ 16,602 〃

145 青木団地緑地 外神１５５０－９９ 57 〃

146 小泉代官屋敷緑地 小泉２２３２－８外 213 〃

147 猪之頭中山公園 猪之頭２１９２－１０６外 1,218 〃

148 大沢河川敷緑地 上井出２７８８－２外 10,345 〃

149 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 〃

150 北山工業団地緑地 北山地先 4,970 〃

151 富士山さくらの園 山宮３７５９－４６３ 20,000 〃

152 杉田寺地公園 杉田５１４－１４ 143 〃

153 中島町公園 中島町５９９ 348 〃

154 万野桜並木緑地 万野原新田４１２８－１６外 839 〃

155 福知神社こども広場 朝日町１４７７－３ 530 〃

156 外神上谷緑地 外神２５６ 230 〃

244,706合計156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

（3)　監査に関する事項

第１号議案 R3.1.22

第２号議案
令和３年度公益財団法人富士宮市振興公社
事業計画について

〃 〃

富士宮市朝霧霊園使用規則の一部を改正す
る規則の制定について

R3.3.19 R3.3.19

R2.5.12

会計監査
令和元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
令和元年度公益財団法人富士宮市振興公社事業報告書による
関係書類の閲覧による監査

監査年月日 監査の種類 監   　査   　の   　内   　容

第４号議案

〃 〃

提出年月日

第４号議案
令和元年度公益財団法人富士宮市振興公社
事業報告について

R2.5.29

議決年月日議案番号

R2.5.29

件                　　名

第５号議案
令和元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

〃 〃

R3.1.22

〃〃

議案番号 件                　　名 議決年月日提出年月日

令和２年度公益財団法人富士宮市振興公社
収支補正予算（第５号）について

第１１号議案

令和２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

第１０号議案

第１２号議案
令和２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

第５号議案

R2.10.27 R2.10.27

第１３号議案
令和２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

R2.11.10 R2.11.10

第８号議案

第３号議案
令和３年度公益財団法人富士宮市振興公社
収支予算について

R2.4.1

R2.5.14

〃

公益財団法人富士宮市振興公社常務理事の
選定について

令和元年度公益財団法人富士宮市振興公社
事業決算について

令和２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
決議の省略について

第９号議案

〃〃

R2.4.1

R2.5.14

〃
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（4)　役員に関する事項（令和３年３月３１日現在）

備  考

理 事 長 後 藤 芳 弘

常 務 理 事 惟 村 克 巳

理 事 望 月 克 巳

加 納 永 子

後 藤 一 夫

高 瀬 幹 雄

赤 池 文 博

監 事 黒 松 健太郎

芹 澤 忠 夫

評 議 員 中 嶋 好 夫

石 川 俊 秋

村 松 久

伊 藤 壽 文

植 松 宏 幸

宇佐美 巧

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

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

理 事 の 任 期 ：

監事・評議員の任期：

〃 H27.11.7

〃 H31.4.1

〃 R2.4.1

〃 〃

〃 〃

〃 H29.5.31

H25.4.1

〃 R1.5.31

H29.5.31

〃 R1.5.31

〃 〃

H29.5.31

R2.4.1

H25.4.1

〃 〃

役  職  名 氏       名 住       所 就任年月日

省略

〃
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