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1　平成27年度事業一覧

●公益目的事業

公2 �5�7ﾈ�ｸ68ｷ�-�ﾉ(ﾔ�,8*ﾘ.�,ﾉ�I��� 
に関する事業 

●収益事業

収1 �)8棈�ｨ,ﾈｬyyﾘ戊�8,亊h+x.倬hｼb�

収2 倡ｹ�ﾘ,ﾉ�ﾙu霍�-�ｬyyﾘ,亊h+x.�� 
付随事業 

文化芸術に関する
事業

(1)鑑賞型事業

-(2)啓発型事業

2施設貸与事業　l

1スポーツ事業

2　施設貸与事業

1生涯学習事業

図書室の管理運営
に関する事業

3　施設貸与事業

駐車場管理運営
事業

1施設貸与事業

2悪霊芸芸に関する

芸術文化関連団体(プロモー
ター)との共催公演事業

ア　サマーコンサート

イ　カルチャーBOX

ウ　バックステージツアー

エカパル出張･派遣事業

'3'育成及び支援に関する事業-T言 小中学生吹奏楽助成事業

いろはギャラリー

(1)志木市民会館施設貸与事業

(2)フォーシース●ンス●志木ふれあいプラサ●施設貸与事業

(1)スポーツに親しむ機会を　　.　アGENKI増進プログラム

㌻巨提供する事

(2)健康の維持増進に関する事業

(1)志木市民体育館施設貸与事業

(2)志木市武道館施設貸与事業

イきっずプログラム

ウ　その他の事業

健康づくり･介護予防事業

(3)志木市立秋ケ瀬運動場施設貸与事業

(1)高齢者事業

(2)家庭教育事業

(3)青少年事業

(4)一般成人事業

く5) IT学習支援事業

(6)サークル支援事業

(7)図書関連事業

図書室の管理運営

志木市立宗岡公民館施設貸与事業

駐車場管理運営

(1)志木市民会館施設貸与事業

(2)フォーシース●ンス●志木ふれあいプラサ●施設貸与事業

(3)志木市民体育館施設貸与事業

(4)志木市武道館施設貸与事業

(5)志木市立秋ケ瀬運動場施設貸与事業

-(1)宴会事業

-(2)弁当事業

- (3)自動販売機事業

- (4)切手販売事業

- (5)物品販売事業



2　平成27年度事業計画書

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社は､市民文化及びスポーツの振興並びに生
涯学習の推進に関する事業を行い､もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目
的とする｡

●公益目的事業

公1 兌h嶌ﾇﾈ��,ﾉ�I��,亊h+x.倬hｼb�

1文化芸術に関する事業

(1)鑑賞型事業
この事業は､良質な演劇

iコ

●　　ヽ

iコ ユージカル･落語･音楽等の公演を芸術文化
関連団体(プロモーター)等との共催で開催することにより､市民及び地域
住民に対して良質な舞台芸術の鑑賞の機会を低額で提供し､文化芸術の振興
を図ることを目的としている｡

NO 倬hｼikﾂ�予定開催日 儖Xﾖﾂ�

1 兀��J)j悪�,h8h4X4X6:8ﾏh､ｨ5�6ﾈ7h8ﾒ�6月3日(水) �7h8ｨ4x�ｸ8ｲ�

2 �.H.�4ﾈ888�7�8X�ｸ5x4ｨ8ｲ�7月4.5日(土日) 佰h���.H.�4ﾈ888��

3 凅靜ｨｯ���)oh彿(h蓼��<h�檄2�7月18日(土) �5x4x487H4��ｸ5�6r�

4 �8ﾈ6ｨ984�8��ｸ6異�zyY��H5H�ｸ4ｨ5��7月25日(土) 佰YyX���

5 �7H4�7�8ｨ�ｸ7�8X�ｸ5x4ｨ8ｺ)I)��U�2�8月9日(日) 佇�&98ﾈ昮�

6 兀��J(5�486x8ｹj).�87h8ﾈ7(8X�ｸﾏh��10月10日(土) ��ｴ｢�4�H7h8ﾘ4�8bﾘ5��

7 凅靜ｨｯ���(���)j).�2�10月11日(冒) �5x4x487H4��ｸ5�6r�

8 刎��靉ｺ)8ﾈｹ��Xﾈ)&:85(985H�ｸ6r�12月6日(日) �8ﾈｹ��Xﾈ)&2�

9 兀��J(5�486x8ｹj).�8ﾏh､ｨ5�6ﾈ7h8ﾒ�下期 �6x8��7h8ﾘ5x4h4�6r�

10 偖Iih.h+X.�,j(躡m�*蔭�*(ﾝX.�2�1月中旬 �.h+X.�,h4�8ｨ4x486X4(7R�

(2)啓発型事業
この事業は､市民及び地域住民に文化振興の啓発を図ることを目的として

おり､今年度
を開講す
を持って

カらるも

8一を2ヤと第チこでルう 回目となるサマーコンサート､様々なジャンルの講座
0的B目 Ⅹ事業､舞台探検(体験)を通して､ホールに興味

としたバックステージツアーなどを実施する｡

NO 倬hｼikﾂ�予定開催日 儖Xﾖﾂ�

1 ��c#亜�(5H7ﾘ�ｸ5(985H�ｸ6v冶躡m�2�7月11日(土) ～12日(冒) 倡9j����

2 �4ｨ8ｸ6�88�ｴ$�馼ｼj(4�8�5h6(4�4ﾉ��5闔ｨﾗXﾜ�2�通年 倡9j����

3 ��(ﾙﾉMY.ｨｽ�4x4�5H5H485�2�通年 倡9j����

4 ��(ﾕﾘﾌｹm盈ｨﾙ�-ﾙ�ﾈﾆ�ﾗXﾜ�2�通年 倡9j����

5 ��)?ｩgｸ,ﾈ愿�����2�通年 �7h8�5R�

6 ��(5�486x8ｹj).�2�通年 倡9j��定7h8�5R�

7 ��(5�486x8ｹj).�2�通年 倡9j��定7h8�5R�

8 �6�6(4�5�6X�ｸ5x684��ｲ�3月中旬 倡9j����

9 �4ｨ7�8ｸ�*2颶位ﾘ馼ｼb�通年 ��
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(3)育成及び支援に関する事業
この事業は､文化芸術活動を行う団体及び個人に対して活動の場を提供す

るなどの支援を行い､文化芸術活動の振興に寄与することを目的としてお
り､市民会館ロビーを作品展示の場として提供するいろはギャラリーや､志
木市立小中学校の吹奏楽を行う課外活動に対して会場利用料の一部を助成す
る小中学生吹奏楽助成事業を実施する｡

NO 倬hｼikﾂ�予定開催日 儖Xﾖﾂ�

1 傅ﾉ(hｧy�i���Hｧ傚Y�ﾈ馼ｼb�通年 ��

2 �*(.ｸ,ﾘ4ﾘ888�8ｨ�ｲ�通年 ��

2　施設貸与事業

この事業は､市民会館及びフォーシーズンズ志木ふれあいプラザを文化芸
術活動の場として提供することにより､地域文化の向上及び市民福祉の向上
に寄与することを目的としており､施設の利用拡大を図るサービスの提供を
行うとともに､安心して安全に利用できる施設管理に努める｡

公2 �5�7ﾈ�ｸ68ｷ�-�ﾉ(ﾔ�,8*ﾘ.�,ﾉ�I��,亊h+x.倬hｼb�

1スポーツ事業

(1)スポーツに親しむ機会を提供する事業
この事業は､ ｢いっでも･どこでも･だれでも｣運動に参加できる機会を

提供することにより､市民の健康の増進に寄与することを目的としており､
数あるプログラムから選択でき､気軽に参加できるGENKI増進事業や､子ども
を対象としたきっずプログラムを実施する｡

NO 倬hｼikﾂ�予定開催日 儖Xﾖﾂ�

1 杯T莇��ﾙ�倬hｼj(-ﾘ/�,�,Xﾇ儻87ｸ�ｸ6*2�通年 ��ﾈ支ｭ��

2 ��(8ｨ5�8�7(4�5�2�通年 ��ﾈ支ｭ��

3 ��(+ﾘ,ﾈ+X*)��8�4ｺ2�通年 ��ﾈ支ｭ定�9j����

4 ��(.(+8+X*(ｴ8ﾏy�霈佶ﾚ2�通年 ��ﾈ支ｭ��

5 ��(78987ﾈ98,Xﾋ8ｴ:2�通年 ��ﾈ支ｭ��

6 ��(+ﾘ,ﾈ+X*ﾘ7H8�5�985�2�通年 ��ﾈ支ｭ定�9j����

7 ��(8ｨ7H8ﾈ6(5h8Y�ﾉ��2�通年 ��ﾈ支ｭ定��圷ﾏij���

8 ��(,ﾈ-�,ﾈ-�ﾉ(ﾔ��ﾉ��2�通年 ��ﾈ支ｭ定�9j��定��圷ﾏij���

9 ��(,ﾘ+h-�,H,ﾈ8�4ｺ2�通年 ��ﾈ支ｭ定��圷ﾏij���

10 ��(+�.X+�,�,h4x4�5H5H485�.*2�通年 �7h8�5R�

ll ��(6X6ｨ5�X.ﾘ,�+X.X**2�4月～7月 9月～11月 做�5��86X6ｨ5�5(�ｸ6r�

12 ��(.ﾘ*ﾘ.ﾘ*ﾘﾉ(ﾔ��ﾉ��2�5月～7月 10月′-12月 做�5��85�7ﾈ�ｸ685ｨ985��ｲ�

13 �*ｸ,(+�7h8ﾘ4�8�8��10月 ��ﾈ支ｭ��

14 �7��ｸ4�588ｸ7HﾊH�8橙�7月 做�5��87��ｸ4�588ｸ7H�｢�
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(2)健康の維持増進に関する事業
この事業は､市から委託を受けe-Wellnessシステムを活用した健康運動教

室などを実施することにより､健康-の意識を高め､継続的に運動に親しむ
ことができることを目的とするものである｡

NO 倬hｼikﾂ�予定開催日 儖Xﾖﾂ�

1 佶(ﾔ�,8*ﾘ.り櫁ﾎﾉuﾉf磯hｼb�7月～3月 佇紿���

2　施設貸与事業

この事業は､体育館､武道館及び秋ヶ瀬運動場施設をスポーツ活動の場と
して提供することにより､市民の健康の増進に寄与することを目的としてお
り､施設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに､安心して安全に

できる施設管理に努める｡

公3 ��h･Xｧx�,ﾉ�I��,亊h+x.倬hｼb�

1生涯学習事業
この事業は､ ｢いつでも･どこでも･だれでも｣生涯学習活動に参加でき

る機会を提供することにより､地域文化の向上と､市民の教養の向上に寄与
することを目的としており､対象者､ジャンル別に次のとおり実施する｡

NO 倬hｼikﾂ�冰ﾉ.愛ｨﾜ9?｢�備考 

1 俘)~竟(馼ｼb�あけぼの大学 滴ﾈ���8ﾈ��全16回 

2 �i.ｸｻ8支馼ｼb�おやこ広場 店ﾈ����ﾈ��前.後期各4回 

3 ��(晳D韜hｼb�科学あそび 度ﾈ�� 
子ども映画会 度ﾈ��夏休み 12月 �7霍�-ﾒ�

3月 偸Hｷ�-ﾒ�

4 �ｩLｩ�ﾉ�ﾈ馼ｼb�普通救命講習Ⅰ 澱ﾓxﾈ�� そば打ち ���ﾈ����(ﾈ��2回開催 

その他 祷ﾈ���8ﾈ��内容.回数等未定 

5 �EHｧx�辷�馼ｼb�初心者パソコン指導 �,ｩD��毎週土曜日 

パソコン講座 �,ｩD��11回開催 

6 �5H�ｸ4�8ｸ辷�馼ｼb�宗岡公民館まつり 滴ﾈ���?｢� 
フリーマーケット ���ﾈ�� 

友の会支援事業 �,ｩD��友の会サークルとの共 催事業 

7 ��ﾘ��ｭi��馼ｼb�よみきかせ. おはなしの会 �,ｩD��毎週金曜日 よみきかせ. お楽しみ会 度ﾈ��夏休み 

12月 �7霍�-ﾒ�

3月 偸Hｷ�-ﾒ�
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2　図書室の管理運営に関する事業

この事業は､市立図書館の分館的役割を担っている宗岡公民館図書室の管
理運営を行い､市民の教養の向上に寄与することを目的とする｡

3　施設貸与事業

この事業は､宗岡公民館を生涯学習活動の場として提供することにより､
地域文化の向上及び市民の教養の向上に寄与することを目的としており､施
設の利用拡大を図るサービスの提供を行うとともに､安心して安全に利用で
きる施設管理に努める｡

●収益事業

収1 �)8棈�ｨ,ﾈｬyyﾘ戊�8,亊h+x.倬hｼb�

駐車場管理運営事業
この事業は､公社の目的を達成するために市民会館駐車場の管理運営を行

うとともに､利用者に利便性の高い駐車場として低料金で提供する｡

収2 倡ｹ�ﾘ,ﾉ�ﾙu霍�-�ｬyyﾘ,亊h+x.儻I��hｼb�

1施設貸与事業
この事業は､公社の目的を達成するために施設貸与事業を行う｡

2　施設管理に関する付随事業

この事業は､主に市民会館において､少人数から2 0 0人程度の宴会を提
供する宴会事業をはじめ､会議室やホール利用者の利便性を図るため､弁
当､飲物等の提供を行う弁当事業､及び物品販売事業などを行う｡
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3 平成27年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(単位:円)

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額増減 
Ⅰ一般正味財産増減の部 唐ﾃ����12,000△4,000 

1.経常増減の部 

(1)経常収益 
基本財産運用益 
基本財産運用益 唐ﾃ����12,000△4,000 

施設管理収益 ��cBﾃc3rﾃ����163,480,0001,157,000 

施設管理収益 ��cBﾃc3rﾃ����163,480,0001,157,000 

利用料金収益 涛"ﾃ#Crﾃ����93,069,000△822,000 

利用料金収益 涛"ﾃ#Crﾃ����93,069,000△822,000 

事業収益 鼎"ﾃ#�づ����40,675,0001,543,000 

事業収益 鼎"ﾃ#�づ����40,675,0001,543,000 

雑収益 唐ﾃccbﾃ����7,144,0001,522,000 

受取利息 ��"ﾃ����ll,0001,000 

雑収益 鼎C津����501,000△52,000 

切手等販売収益 ��ﾃs��ﾃ����1,543,000157,000 

切手等売捌受取手数料 ��s�ﾃ����154,00016,000 

物品販売収益 �"ﾃs��ﾃ����2,008,000702,000 

カパルグッズ �"ﾃC��ﾃ����1,700,000700,000 

その他物品販売 �3��ﾃ����308,0002,000 

物品販売受取手数料 ��ﾃCヲﾃ����1,165,000324,000 

自動販売機収益 �"ﾃ��Bﾃ�������3"ﾃ����1,752,000252,000 

広告収益 �10,000△10,000 

チケット等販売手数料 �0132,000 

経常収益計 �3�rﾃssbﾃ����#唐ﾃゴ2ﾃ����304,380,0003,396,000 295,400,0003,453,000 

(2)経常費用 
事業費 
非常勤職員報酬 �2ﾃCsBﾃ����5,394,000△1,920,000 

給料 �#津イ�ﾃ����27,637,0002,203,000 

職員手当 ��rﾃSッﾃ����15,736,0001,850,000 

福利厚生費 ���ﾃャ2ﾃ����9,910,000973,000 

旅費交通費 鉄途ﾃ����402,000195,000 

通信運搬費 ��ﾃツ2ﾃ����1,795,00068,000 

備品費 ��ﾃs�Rﾃ����1,765,000△50,000 

賃金 鼎2ﾃ�#"ﾃ����40,527,0002,495,000 

消耗品費 湯ﾃ���ﾃ����9,086,000105,000 

食糧費 都津����39,00040,000 

減価償却費 涛�2ﾃ����1,314,000△331,000 

修繕費 釘ﾃCC"ﾃ����5,400,000△958,000 

印刷製本費 田�津����878,000△259,000 

貸借料 免ﾂﾃS�2ﾃ����12,068,000△565,000 

燃料費 鉄��ﾃ����557,00034,000 

委託費 塔�ﾃ3唐ﾃ����84,671,000△3,273,000 

広告宣伝費 鼎cBﾃ����558,000△94,000 

諸封金 迭ﾃ鉄づ����5,748,000210,000 

光熱水費 �3rﾃSc2ﾃ����35,922,0001,641,000 

租税公課 途ﾃン"ﾃ����7,614,000278,000 

保険料 ��ﾃ3�津����1,301,00018,000 

支払手数料 鉄�rﾃ����581,000△74,000 

支払助成金 田��ﾃ����600,0000 

宴会事業費 �#�ﾃ�唐ﾃ����20,902,000296,000 

弁当事業費 �"ﾃCsrﾃ����2,327,000150,000 

切手等購入費 ��ﾃs��ﾃ����1,543,000157,000 

販売品購入費 ��ﾃ3s津����1,114,000265,000 

雑費 ���ﾃ����ll,000△1,000 
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管
役非給職福会旅通消滅賃委広光租保負支雑

常
員勤　員

耗

費信　価　　告

熱税

職　　厚議交運　償借託宣　　険担手

報員　手

生　通搬　却　　伝

品

水公

数

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

2.経常外増減の部
(1)経常外収益

経常外収益計
(2)経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

酬酬料当費費費費費費料費費費課料金料費
費 8, 540, 000

2, 400, 000

666, 000

899, 000

579, 000

440, 000

10, 000

141, 000

363, 000

118, 000

0

916, 000

758, 000

70, 000

61, 000

411, 000

387, 000

293, 000

8, 000

20, 000

8, 277, 000

2, 400, 000

666, 000

877, 000

542, 000

469, 000

10, 000

146, 000

335, 000

100, 000

1, 000

916, 000

763, 000

0

63, 000

411, 000

365, 000

155, 000

8, 000

50, 000

263, 000

0

0

22

37

△　29

000

000

000

0

△　5.000

28, 000

18, 000

1, 000

0

△　△　△

000

000

000

0

22, 000

138, 000

0

△ 30,000

307, 393, 000 303, 677, 000 3, 716,000

383, 000 703, 000 △ 320,000

△ 320,000

383, 000 703, 000 △ 320,000

65, 110,523 63, 387, 865 1, 722,658

65, 493, 523 64, 090, 865 1, 402, 658

30, 000, 000 30, 000, 000

30, 000, 000 30, 000, 000

95, 493, 523 94, 090, 865 1, 402, 658
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平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

ベース

(単位:円)

平成27
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1経常.のロ ��

m経常収益 ��
基本財産 ��
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受取1,Ly ��

雑 白�

切芋等賑冗 切芋等売捌受取草野`…○料` …''''.'""'……●●…‥物'''"'"'''.'''RE訂'l'''''"I-I.‥販売頓着t ��

カバルツ ��

その他物品販売 飛�
物品販売受取芋教科 日勤●……`販売機頓着' ��

チケット等販売芋教科 飛�
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資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(1)資金調達の見込みについて　当期中に資金調達の予定はありません｡

(2)設備投資の見込みについて　当期中に重要な設備投資(除却または売却を含む｡ )

の予定はありません｡
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