
公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団 平成３０年度事業報告書 

 

 当財団は、東海村における文化事業及びスポーツ事業に対する推進支援等をすることにより、

文化・スポーツの振興と発展並びに健康で心豊かなまちづくりとうるおいのある地域社会の創造

に寄与するために、文化・スポーツ振興に資する各種事業を実施いたしました。 

 

 

公益目的事業１ 東海文化センターにおける文化芸術振興事業 

 

１．施設の管理運営 

年間を通じて文化センターの予約貸出を行い、施設の管理・保守点検を行いました。施設の

老朽化（昭和５２年開館）が進むことから、東海村公共施設等総合管理計画に基づき、計画

的な修繕、更新及び施設の長寿命化について、引き続き協議を進めてまいります。 

 

（１）利用実績 

 平成３０年度 前年度 

利用日数(日) 利用者数(人) 利用率（%） 利用日数(日) 利用者数(人) 利用率（%） 

ホール 229 39,284 74.84 229 34,812 74.59 

会議室１ 189 5,709 61.76 165 4,679 53.75 

会議室２ 157 4,201 51.31 155 3,748 50.49 

和室 96 539 31.37 82 325 26.71 

使用料※ 1,886,140円 1,959,530円 

 ※施設使用料は全額東海村へ納付 

 

（２）維持管理運営及び環境整備 

 館内の暖房効率が悪く、冬季は客席内の暖気に苦慮していることから、既設の暖房設備を補う

ためのジェットヒーターを購入しました。また、文化振興に係る環境整備の一環として、書家

金澤翔子さん（平成２８年企画展実施）から作品を正式にご恵贈いただいたことを受け、地域

の皆様にご鑑賞いただくため、額装の上ロビーへの設置を完了しました。 

 

２．文化自主事業 

（１）鑑賞事業（６事業８公演） 

  『森昌子コンサート』『オーケストラで歌う青春のポップスコンサート』『演劇「男の純情」』

『That's が～まるちょば SHOW』『ケロポンズファミリーコンサート』を開催し、会場の規模

と住民ニーズに合わせた鑑賞機会を提供しました。また、『東海ワンコイン劇場』では、話

題となった新作に加えてアニメ作品を上映し、家族で文化会館に訪れる機会の提供を図りま

した。 
 

（２）文化活動の支援及び普及・育成事業（７事業１３公演） 

  文化センターを離れ、総合福祉センター「絆」や産業・情報プラザを会場にした『バギーの

ままコンサート』を展開したほか、『Tokai Jazz Night』と題して、飲食と共にジャズ演奏

を楽しむ初めての試みを実施しました。また、前年に引き続き、村出身・在住の音楽家を紹

介するコンサートの開催により地域の音楽文化向上を図ったほか、村内小学校での『お楽し

み体験事業』を通じて、子どもたちが文化芸術に触れる機会の提供に努めました。 



（３）村内の文化団体との連携・協働 

  事務局を司る東海村文化協会と連携し、文化祭や芸術祭の開催及び子どもたちを対象にした

講座や体験会の運営を支援しました。また、東海村吹奏楽団や劇団とみかるに対して、公演

の運営補助や練習場所の開放などを通じ、活動の支援を行いました。 

 

 ＜平成３０年度文化自主事業一覧＞ 

 事業名 公演日 会場 来場者 

鑑
賞
事
業 

森昌子コンサート 
平成 30 年 

8/25（土） 
東海文化センター 

888 名 

（2 回） 

演劇「男の純情」in 東海村 11/11（日） 東海文化センター 271 名 

オーケストラで歌う青春ポップスコンサート 12/ 1（土） 東海文化センター 726 名 

That’s が～まるちょば SHOW in 東海村 
平成 31 年 

1/19（土） 
東海文化センター 568 名 

東海ワンコイン 

劇場 2018 

「ドラえもん  のび太の宝島」

「名探偵コナン ゼロの執行人」 
2/9（土） 東海文化センター 

554 名 

(2 回) 

「北の桜守」「グレイテスト・ショ

ーマン」 
2/10（日） 東海文化センター 

528 名 

(2 回) 

ケロポンズ ファミリーコンサート in 東海村 3/16（土） 東海文化センター 
1,073 名 

（2 回） 

普
及
・育
成
事
業 

第 2 回東海村ピアノマラソンコンサート 10/7（日） 東海文化センター 
55 組 

(出演) 

東海村のアーティストをご紹介するコンサート５ 

 武田愛 with 松尾明トリオ 
10/13（土） 東海文化センター 286 名 

TOKAI JAZZ NIGHT 2018 in アイヴィル 

 武田愛 with 松尾明トリオ、TUCANO 
10/14（日） 産業・情報プラザ 147 名 

グランドピアノ開放 通年（36 日間） 東海文化センター 延 431名 

お楽しみ体験授業 パントマイム体験 7/10 村松小学校  

 10/5 石神小学校  

 11/6 舟石川小学校  

 11/9 中丸小学校  

ダンス体験 11/16 白方小学校  

ボディパーカッション体験 12/19 照沼小学校  

バギーのままコンサート６ 

 東海村吹奏楽（フルート、クラリネット他） 
6/23（土） 総合福祉センター 173 名 

バギーのままコンサート７ 

  ＴＵＣＡＮＯ（ジャズ） 
12/22（土） 総合福祉センター 90 名 

バギーのままスペシャル in アイヴィル 

 中国民族歌舞団 
7/16（月祝） 産業・情報プラザ 247 名 

 

 

 



公益目的事業２ 駅コミュニティ施設における文化芸術振興事業 

 

１．施設の管理運営 

年間を通じてギャラリーの予約貸出を行ったほか、自由通路や待合室、トイレを含めた施設

の管理・保守点検を行いました。駅の昇降機（エスカレータ・エレベーター）については、

設置業者・点検業者・設置者と協議をし、安全な運行を維持するための計画的な部品交換や

修繕を行いました。 

 

（１）利用実績 

 平成３０年度 前年度 

利用日数(日) 利用者数(人) 利用率（%） 利用日数(日) 利用者数(人) 利用率（%） 

ギャラリーＡ 305 18,703 85.2 281 18,306 77.0 

ギャラリーＢ 111 6,339 31.0 102 6,894 27.9 

使用料※ 1,219,000円 905,000円 

 ※施設使用料は全額東海村へ納付 

 

（２）維持管理運営及び環境整備 

駅周辺の駐車場不足が課題となっている中、駅西口については前年度に引き続き再開発工事

が継続されるため、利用者及び来場者の安全な動線確保に努めて参ります。また、駐車場の

確保については、引き続き協議を進めて参ります。 

 

２．ギャラリー自主事業 

（１）鑑賞事業（１事業） 

 土門拳賞受賞作家である土田ヒロミさんの写真個展を開催し、写真の芸術性及び記録すること

の意義を問い直す機会を提供しました。会期中には作家を招いたギャラリートークや講演会の

他、撮影に関するワークショップを開催し、地域の写真愛好家の技術向上を図りました。 

 

（２）芸術活動の支援及び普及・育成事業（１０事業） 

 『芸大・茨大・筑波大卒業修了制作選抜展』を開催し、県内美術系大学学生の育成支援を図り

ました。また、『とうかいきっずミュージアム』では、村内小学校との連携により小学校全児

童の図工作品の展示を行い、『黒板ジャック』では村内中学校との連携により教室に描いた黒

板アートを通した美大生と中学生の交流を図り、地域の美術教育の振興を図りました。講座等

については、小学生向けの２種類のワークショップ（絵画・造形）を開催したほか、村内に設

置された野外彫刻について、地域ボランティアによる洗浄・維持活動を行い、村内の芸術作品

に親しむと共に、彫刻を通じたまちづくりの推進を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜平成３０年度ギャラリー自主事業一覧＞ 

 事業名 開催日 会場 来場（参加）者 

鑑
賞 

土田ヒロミ展 7/29（日)～8/12(土) ギャラリーＡ 557 名 

普
及
・
育
成
事
業 

普
及
・
育
成
事
業
（
講
座
等
） 

芸大・茨大・筑波大卒業修了制作 

選抜展２０１８ 

平成３０年 

4/22(日)～5/5(土) 
ギャラリーＡ 626 名 

とうかいきっずミュージアム２０１８ 8/12(日)～9/1(土) ギャラリーＡＢ 6,742 名 

スポーツ写真展 9/23(日)～10/6(土) ギャラリーＡ 417 名 

彫刻と素材 10/14(日)～27(土) ギャラリーＡＢ 1,043 名 

東海村の作家展 
平成 31 年 

1/9(水)～19（土) 
ギャラリーＡ 850 名 

野外彫刻維持保存事業 通年 村内各地  

ワークショップ「東海村アート」 7/21（土）・22（日） 
東海駅、図書館 

産業・情報プラザ 
120 名 

金属ワークショップ「アルミ de造形」 8/4(土)、12(日) 
ギャラリーＢ 

文化センター会議室 
30 名 

黒板ジャック iｎ 東海村 
12/16（日）～17(月) 

3/10（日）～11(月) 

東海南中学校 

東海中学校 
- 

芸大・茨大・筑波大卒業修了制作 

選抜展作品選定 

2/2(土)、2/9(土) 

2/24(日)、3/9(土) 
各大学卒展会場 延 22 名 

 

 

 

 

公益目的事業３ スポーツ施設におけるスポーツ振興事業 

 

１．施設の管理運営 

東海村からの指定管理を受けるスポーツ施設（総合体育館、東海村テニスコート、東海スイ

ミングプラザ、河川敷グランド、東海南中夜間照明グランド）の予約管理および施設の維持・

保守点検を行いました。スイミングプラザではスライダーが更新されたことに加え、猛暑

の影響もあり、前年度よりも利用率が増加しました。 

 

（１）利用実績 

総合体育館 

 平成３０年度 前年度 

利用日数(日) 利用者数(人) 利用率（%） 利用日数(日) 利用者数(人) 利用率（%） 

ﾒｲﾝｺｰﾄ 190 31,458 100.0 314 46,101 100.0 

ｻﾌﾞｺｰﾄ 190 19,469 100.0 311 22,001 99.0 

柔剣道場 309 22,611 99.7 309 19,441 98.4 

弓道場 303 8,396 97.7 307 11,065 97.8 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 294 18,681 100.0 299 18,408 100.0 

使用料※ 3,601,380円 4,677,090円 

 ※施設使用料は全額東海村へ納付 



その他スポーツ施設 

 平成３０年度 前年度 

利用日数(日) 利用者数(人) 利用率（%） 利用日数(日) 利用者数(人) 利用率（%） 

外宿グランド 47 4,375 43.1 89 7,376 37.1 

内宿グランド ゙ 120 23,300 41.0 129 30,192 44.3 

テニスコート 304 89,106 99.0 302 80,922 98.4 

スイミングプラザ 70 43,604 97.2 67 33,823 94.4 

南中グランド 118 7,594 38.4 69 6,550 22.5 

使用料※ 8,608,200円 6,723,000円 

 ※施設使用料は全額東海村へ納付 

 

（２）維持管理運営及び環境整備 

総合体育館（メインコート、サブコート）及び河川敷外宿グランドは、改修工事のため下半

期は利用休止となり、使用日数及び利用者数が減少しました。いずれも新年度に再開を予定

しており、より安全で使いやすい施設として地域の皆様にご利用頂けるよう準備を進めて参

ります。 

 

 

２．スポーツ自主事業 

（１）各種スポーツ教室 

体育協会加盟連盟との連携によるチャレンジスクールを９種目について開催し、生涯スポ

ーツの普及を図りました。また、好評の『トレーニング基礎講座』を通年で開催し、正し

い機器の使用法やトレーニング法の指導を通じて健康増進の普及を図りました。 

 

（２）スポーツ活動の支援及び育成事業 

村内学童クラブ５箇所でニュースポーツ体験会を展開し、レクリエーション活動の充足を

図りました。今後も様々な団体を対象に体験会開催を提案し、競技の紹介と普及に向けた

取り組みを進めて参ります。また、クライミング体験会（平成２９年度実施）で施工した

ウォールの寄贈を受け、地域の方が気軽に体験できるよう体育館ロビーに設置した他、東

海まつりでも体験会を実施するなど、新規競技の普及に取り組みました。さらに、第一線

で活躍する選手を招聘する「スポーツ活性化・各競技団体育成」として、ホッケークリニ

ックを開催し、次年度の茨城国体において村内が競技会場となるホッケー競技について、

小中学生及びその保護者に対する興味・関心の促進を図りました。 

 

（３）村内のスポーツ団体との連携・協働 

東海村体育協会、スポーツ少年団の事務局として活動の支援を行いました。また、東海村

と災害における相互応援協定を締結している三重県菰野町から競技団体の視察を受け入れ、

スポーツを通じた人的交流を図りました。総合福祉センター「絆」を会場に開催した『ス

マイルマラソン』では、当日の運営を支援しました。 

 

 

 

 

 



＜平成３０年度 スポーツ事業一覧＞ 

事業名 開催日 会場 参加者 

チ
ャ
レ
ン
ジ
ス
ク
ー
ル 

弓道の部 平成３０年 

5/26～7/1（全 10 回） 
総合体育館 29 名 

卓球の部 一般  6/5～6/22（全 6回） 

小学生 6/2～7/ 7（全 6回） 
総合体育館 33 名 

バドミントンの部 6/20～7/6（全 6 回） 総合体育館 23 名 

ゴルフの部 9/2～11/26（全 9 回） 東海ゴルフ 10 名 

ジュニアホッケーの部 9/9～10/21（全 4 回） 東海高校ほか 11 名 

合気道の部 9/8～10/20(全 6 回) 総合体育館 8 名 

剣道の部 9/9～10/21（全 6 回） 総合体育館 20 名 

スポーツ吹矢の部 9/1～10/6（全 5 回） 村内公共施設 23 名 

ソフトボールの部 10/6～10/27（全 4 回） 総合体育館 17 名 

ニュースポーツ普及事業 通年 - - 

クライミング普及事業 通年 総合体育館 延 525 名 

スポーツ活性化・各競技団体育

成事業「ホッケークリニック」 
10/27 阿漕ヶ浦運動公園 54 名 

トレーニング基礎講座 通年（全 5 回） 総合体育館 計 45 名 

 

 

 

 

収益事業１ 公益目的外の事業 

 

（１）文化芸術振興事業以外の施設の貸与 

  企業の社内研修や文化芸術振興を目的としないホール催事（成人式等）に対する施設の 

  貸し出しを行いました。 

 

（２）駐輪場防犯対策事業 

  東海駅東西駐輪場について、昨年度に引き続き、東海駅コミュニティ施設管理室を拠点に 

  防犯カメラの映像監視・録画を行い、犯罪の抑止を図りました。 

 

 

 

 

法人運営  

 

東海村から指定管理を受けた施設の運営にあたり、東海村及び関係機関と連携を図り、組織体制

の整備及び業務の円滑な進行に努めました。 

 

１ 役員会の開催 

項目 開催期日 議案 

決算監査 4月 平成 29年度事業報告及び収支決算等 

第 1回理事会 5月 8日 第 1号議案 平成 29年度事業報告、収支報告の承認及び剰余金の 



処分について 

第 2号議案 事務局規程の一部改正について 

第 3号議案 平成 30年度第 1回評議員会の開催について 

第 1回評議員会 5月 25日 第 1号議案 平成 29年度事業報告、収支報告の承認及び剰余金の 

      処分について 

第 2号議案 理事・監事の選任について 

第 2回理事会 5月 25日 第 4号議案 理事及び副理事長の選任について 

中間監査 11月 日  

第 3回理事会 2月 27日 第 5号議案 平成 31年度事業計画(案)、収支予算(案)について 

第 6号議案 平成 31年度定管理者年度協定締結及び補助金申請、 

      認定方に基づく事業計画書、収支予算書の提出について 

第 7号議案 平成 31年度予算の債務負担行為の設定について 

第 8号議案 就業規則の一部改正及び関係細則の新設について 

第 9号議案 平成 30年度第 2回評議員会の開催について 

第 2回評議員会 3月 14日  

 

２ 職員数 

所属 正規 嘱託・臨時 施設 備考 

事務局長 1 - 

文化センター 

 

総務係 2 - 芸術振興係兼務(1名) 

文化振興係 3 1  

芸術振興係 1 9 駅コミュニティ施設  

スポーツ振興係 2 2 総合体育館  

- 8 テニスコート  

合計 9 20   

 

 


