
公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団 令和元年度事業報告書 

 

 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）が進む中、今年度は音響設備更新を行いました。４～５月は休館とな

りましたが、６月には一新された音響設備で、東海村芸術祭を始め各種事業を開催することが

できました。今後も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

長寿命化について協議を進めてまいります。 

 

（１）利用実績 

 令和元年度 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 177 37,031 57.5 229 39,284 74.8 

会議室１ 153 3,816 49.7 189 5,709 61.8 

会議室２ 145 3,486 47.1 157 4,201 51.3 

和室 89 253 28.9 96 539 31.4 

使用料※ 1,529,350円 1,886,140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 

  前述のとおり４～５月に実施した音響設備更新による休館と、３月の新型コロナウイルス

感染症拡大防止による臨時休館により、各施設ともに利用日数・利用者数が減少となりまし

た。新型コロナウイルス感染症による施設の管理運営への影響は次年度も長く続くことが

予想されることから、来場者の安心・安全のための対策を講じてまいります。 

また、今年度は利用者の利便性に配慮した環境整備の一環として、施設内駐車場区画線の復

旧工事を実施したほか、施設の修繕・備品の整備等に取り組みました。 

 

２．文化自主事業 

（１）鑑賞事業（６事業１５公演） 

  『米村でんじろうサイエンスショー』『大爆笑寄席 桂雀々とゆかいな仲間たち』『菅原洋一

＆加藤登紀子ハートフルコンサート』『なまり漫才爆笑ライブ』を開催し、会場の規模と住

民ニーズに合わせた幅広いジャンルの鑑賞機会を提供しました。また、話題作や新作を紹介

する映画上映会『東海ワンコイン劇場』に加えて、地域の歴史を主題とした映画『ある町の

高い煙突』を上映し、地域の多くの方が文化センターに訪れる機会の提供を図りました。 

一方、２月末に予定していた『さかなクンのギョギョっとびっくりおさかなの話』は、新型

コロナウイルス感染症の影響により中止を余儀なくされました。 
 

（２）文化活動の支援及び普及・育成事業（８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「アイヴィル」を会場に

開催する『バギーのままコンサート』のほか、前年に引き続き飲食と共に生演奏を楽しむ機



会を提供する『Tokai Flute & Jazz Night』を開催しました。また、村出身・在住の音楽家

を紹介するコンサートの開催や、村内のピアノ愛好者出演によるイベント公演により地域

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。 

 

 ＜令和元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 

米村でんじろうサイエンスショー！in 東海村 7/14（日） 東海文化センター 
1,483 名 

（2 回） 

大爆笑寄席 桂雀々とゆかいな仲間たち 9/14（土） 東海文化センター 245 名 

菅原洋一＆加藤登紀子ハートフルコンサート 10/20（日） 東海文化センター 394 名 

映画上映会「ある町の高い煙突」 11/30（土） 東海文化センター 
1,494 名 

(2 回) 

東海ワンコ

イン劇場 

2019 

「ドラえもん のび太の月面探査記」

「トイ･ストーリー４（吹替版）」 
2/8（土） 東海文化センター 

1,263 名 

(各 2 回) 

「日日是好日」 

「アラジン(吹替版)」 
2/9（日） 東海文化センター 

988 名 

(各 2 回) 

なまり漫才爆笑ライブ ｉｎ 東海村 1/18（土） 東海文化センター 800 名 

さかなクンのぎょぎょっとびっくりおさかなのお話 

ｉｎ 東海村 
2/29（土） 東海文化センター  中止 

普
及
・育
成
事
業 

第３回東海村ピアノマラソンコンサート 10/6（日） 東海文化センター 出演 69 組 

東海村のアーティストをご紹介するコンサート Vol.6 

太田薫子 
10/19（土） 東海文化センター 199 名 

Tokai Flute & Jazz Night 2019 in アイヴィル 

 フルートカルテット エミリス、コンビアーノ 
12/4（水） 産業・情報プラザ 129 名 

グランドピアノ開放 
通年（27 日

間） 
東海文化センター 延 286 名 

お楽しみ体験

授業 

パントマイム体験 7/16（火） 照沼小学校 

各学校 

３年生 

児童対象 

パントマイム体験 9/27（金） 石神小学校 

狂言体験 11/6（水） 中丸小学校 

ダンス体験 11/15（金） 白方小学校 

パントマイム体験 12/10（火） 村松小学校 

パントマイム体験 12/19（水） 舟石川小学校 

バギーのままコンサート 8 

日立人形劇団パッペ 
6/29（土） 「絆」多目的ﾎｰﾙ 150 名 

バギーのままコンサート 9 

  佐藤ひらり 
12/14(土) 「絆」多目的ﾎｰﾙ 110 名 

バギーのままコンサートスペシャル in アイヴィル 

  Love = a = Rainbow （ゴスペル） 
8/11（日） 産業・情報プラザ 229 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 

 令和元年度 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 291 18,287 83.8 305 18,703 85.2 

ギャラリーＢ 125 7,192 36.2 111 6,339 31.0 

使用料※ 903,000円 1,219,000 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 

駅西口の再開発工事が進められているため、利用者の搬入搬出時及び来場者の安全な動線

確保に努めました。駅周辺の駐車場不足が課題となっているため、駐車場の確保について

は、引き続き協議を進めてまいります。 

また、他施設と同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止により３月が臨時休館となり、こ

の影響は次年度も長く続くことが予想されます。不特定多数の観覧者を迎える施設である

ことから、施設の衛生面での安全対策を講じてまいります。 

 

２．ギャラリー自主事業 

（１）鑑賞事業（２事業） 

  スポーツとアートの融合を図る『スポーツを造形する』を開催し、茨城国体にあわせて来村

される方にもアートの発信を行いました。また、県内で活躍する新鋭版画作家 西村沙由里

さんの個展では、作品の紹介に加え、ギャラリートークや公開制作、実技体験等の関連企画

を通して、版画技法に対する理解の促進を図りました。 

 

（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』『東海村の作家展』『とうかいきっずミュージア

ム』『黒板ジャック』を開催し、県内美術系大学学生や村内芸術家の育成支援、村内小中学

校との連携をもとに地域の美術教育の振興を図りました。しかし、『黒板ジャック』につい

ては、新型コロナウイルス感染症の影響により、３月に予定していた１校が中止を余儀なく

されました。『リボーン・アートボール展』では、鑑賞と創作体験を通じて、茨城国体や東

京五輪への機運醸成を図りました。 

また、講座等については、例年開催している小学生向けのワークショップの他、昨年度企画

展『土田ヒロミ展』を契機とした、東海駅西口の再開発に伴う風景の変遷を記録するワーク

ショップを開催しました。加えて、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。 

 

 

 



＜令和元年度ギャラリー自主事業一覧＞ 

 
事業名 開催日 会場 

来場者 

（参加者） 

鑑
賞 

スポーツを造形する 9/22(日)～10/5(土) ギャラリーＡ 1,058 名 

西村沙由里銅版画展 11/24(日)～12/7(土) ギャラリーＡB 516 名 

普
及
・
育
成
事
業 

芸大・茨大・筑波大卒業修了制作 

選抜展２０１9 
4/21(日)～5/4(土) ギャラリーＡ 685 名 

とうかいきっずミュージアム２０１９ 7/28(日)～8/17(土) ギャラリーＡＢ 7,091 名 

リボーン・アートボール展 in TOKAI 9/1(日)～9/21(土) ギャラリーB 607 名 

東海村の作家展 1/8(水)～1/18(土) ギャラリーＡB 704 名 

ワークショップ「東海村アート」 7/21(日)・22(月) 
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」 
8/8(木)、18(日)、

25(日) 

ギャラリーＢ 

文化センター会議室 
37 名 

撮影ワークショップ 11/17(日) ギャラリーB 10 名 

黒板ジャック iｎ 東海村 
2/16(日)・17(月) 

3/1(日)・2（月） 

東海中学校 

東海南中学校（中止） 
- 

芸大・茨大・筑波大卒業修了制作 

選抜展作品選定 

2/2(日)、8(土)、26(水) 

※茨城大学卒展中止 
各大学卒展会場 5 名 

野外彫刻維持保存事業 通年 村内各地 - 

 

 

 

 

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、久慈川河川敷運動場、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。 

１０月の台風上陸による久慈川河川敷運動場の浸水被害のほか、３月の新型コロナウイルス

感染症拡大防止による各施設の臨時休館、７月の悪天候・気温低下によるスイミングプラザ来

場者の減少など、さまざまな要因による影響を数多く受けた１年間となりました。 

 

（１）利用実績 

総合体育館 

 令和元年度 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 247 35,768 100.0 190 31,458 100.0 

ｻﾌﾞｺｰﾄ 299 21,820 99.7 190 19,469 100.0 

柔剣道場 294 20,831 98.0 309 22,611 99.7 

弓道場 296 7,637 98.7 303 8,396 97.7 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 260 17,073 100.0 294 18,681 100.0 

使用料※ 4,240,860 円 3,601,380 円 

 ※施設使用料は全額東海村へ納付 

 



その他スポーツ施設 

 令和元年度 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 11 685 39.3 47 4,375 43.1 

内宿グランドﾞ 69 10,101 41.6 120 23,300 41.0 

テニスコート 290 84,287 97.6 304 89,106 99.0 

スイミングプラザ 73 35,902 98.6 70 43,604 97.2 

南中グランド 76 5,818 25.8 118 7,594 38.4 

使用料※ 7,453,100 円 8,608,200 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 

前述の自然災害等の影響に加え、メインコートは４・５月に天井及び照明設備改修工事によ

り、また久慈川河川敷外宿グランドは４～８月に施設改修に伴う芝生養生により利用を休

止したことで、各施設ともに利用日数・利用者数が減少となりました。 

一方、環境整備においては、各施設ともに経年劣化に起因する施設・設備の修繕が増えてい

ることから、今後も施設利用者の安心・安全・快適を図るべく随時早急に対応するとともに、

今年度完了した総合体育館メインコート・サブコート照明設備のＬＥＤ化と同様、計画的な

施設・設備の更新を図るべく、東海村との協議を進めてまいります。 

加えて、他施設と同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う影響が次年度も長く続く

ことが予想されることから、各施設や利用競技の特性に応じた衛生面での安全対策を講じ

てまいります。 

 

２．スポーツ自主事業 

（１）各種スポーツ教室（１０事業） 

村体育協会加盟連盟や地域スポーツ団体との連携による『チャレンジスクール』を９競技に

ついて開催し、スポーツ競技を体験するきっかけづくりの提供と共に、生涯スポーツの普及

を図りました。また、総合体育館トレーニング室の機器を用いて指導を行う、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効果的なトレーニング方法の指

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（２事業） 

村内学童クラブ４箇所でニュースポーツ体験会を展開し、ニュースポーツ競技の紹介とと

もに、身体を動かす楽しさを再確認する機会の提供を行いました。また、前年度から総合体

育館内に常設するクライミングウォール（ボルダリング）を用いた『スポーツクライミング

普及事業』については、ウォールの一般開放や地域イベントにおける出張体験会に加え、夏

休み期間の村内小学生を対象とした“エンジョイ・サマースクール事業”の一環としての体

験会を開催し、競技の紹介や体験機会の提供、末永く競技に取り組む人材の発掘・育成に取

り組みました。 

両事業ともに、今後は親子・家族等へ対象者の拡大を図りながら、これらの競技を含めたス

ポーツ・レクリエーション活動の普及拡大を進めてまいります。 

 

（３）村内のスポーツ団体との連携・協働 

東海村体育協会およびスポーツ少年団、『東海村スマイルマラソン』を主催するマラソン大

会実行委員会の事務局として、年間を通して各活動の中核的な役割を果たしました。 

また、東海村で活動する総合型地域スポーツクラブ スマイル東海に対し、事務局業務や各

教室の対応、クラブの組織運営に携わり、全面的な支援・協力を行いました。 



＜令和元年度 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 5/25～6/30（全 10 回） 総合体育館 27 名 

卓球の部 
一般 6/4～6/21（全 6 回） 

小学生 6/1～7/6（全 6 回） 
総合体育館 計 38 名 

バドミントンの部 11/6～11/29（全 8 回） 総合体育館 12 名 

ゴルフの部 8/18～11/29（全 9 回） 
東海ゴルフ練習場 

ほか 
9 名 

ジュニアホッケーの部 11/17～12/8（全 4 回） 
東海高校 

総合体育館 
17 名 

合気道の部 11/9～12/21(全 6 回) 総合体育館 11 名 

剣道の部 11/10～12/22（全 6 回） 総合体育館 18 名 

スポーツ吹矢の部 9/14～10/26（全 5 回） 総合体育館 19 名 

ソフトボールの部 11/16～12/21（全 4 回） 
東海南中夜間照明 

グランドほか 
23 名 

ニュースポーツ普及事業 通年 
村内小学校体育館

ほか 
延 256 名 

スポーツクライミング普及事業 通年 総合体育館ほか 延 830 名 

トレーニング基礎講座 
通年（2 日間×全 6 回） 

※第 6 回は中止 
総合体育館 計 39 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 24日 平成 30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 30年度事業報告、収支決算報告について 

第 2号議案 令和元年度第 1回評議員会の開催について 



第 1回評議員会 5月 23日 
第 1号議案 平成 30年度事業報告、収支決算報告について 

第 2号議案 評議員の選任について 

第 2回理事会 7月 12日 第 3号議案 令和元年度第 2回評議員会の開催について 

第 2回評議員会 7月 12日 第 3号議案 評議員の選任について 

中間監査 11月 19日 令和元年度事業・収支の中間報告等 

第 3回理事会 2月 28日 

第 4号議案 令和 2年度事業計画(案)、収支予算(案)について 

第 5号議案 令和 2年度指定管理者年度協定書締結及び補助金申 

請、認定法に基づく事業計画書（案）、収支予算書（案） 

の提出について 

第 6号議案 令和 2年度予算の債務負担行為の設定について 

第 7号議案 令和元年度第 3回評議員会の開催について 

第 3回評議員会 3月 18日 第 4号議案 理事の選任について 

第 4回理事会 3月 26日 第 8号議案 理事長の選任について 

 

２．職員数 

所属 正規 専門員 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 ‐ 10 駅コミュニティ施設  

スポーツ振興係 
3 1 1 総合体育館  

- - 8 テニスコート  

合計 10 2 19   

 


