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公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団
１ 名

称

公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団

２ 所在地等

神奈川県大和市深見西一丁目３番１７号
〒２４２－００１８
ＴＥＬ （０４６）２６３－３１００
ＦＡＸ （０４６）２６３－５５３３
http://www.yamato-zaidan.or.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Ｅ－mail：soumu@yamato-zaidan.or.jp
３ 設立経過
平成３年１月２８日 財団法人として設立許可
（名称：財団法人大和市余暇活動推進公社）
平成３年２月１日

設立登記

平成５年４月１日

財団法人大和市みどりのまちづくり振興財団設立許可
（統合のため平成１８年８月解散）

平成１８年４月１日

３財団統合のため名称変更
解散：財団法人大和市スポーツ振興公社
（S61.10 設立、H18.8 解散）
解散：財団法人大和市みどりのまちづくり振興財団
（H5.4 設立、H18.8 解散）

平成２３年６月２２日 公益財団法人に認定
平成２３年７月１日

公益財団法人に移行登記
（名称：公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団）

平成３０年４月１日 法人の主たる事務所所在地の変更
４ 目的・事業
（１）目 的

この法人は、社会貢献を主たる目的とするスポーツ、文化芸術、自然環境
の保全及び活用並びに緑化に関する様々な公益事業を実践することにより、
豊かで個性ある市民文化の増進に寄与することを目的とする。

（２）事 業

（公益目的事業）
１ スポーツを通じた心身の健全な育成を目的とする事業の企画及び実施
２ 文化芸術を振興するための情報発信及び活動機会の提供並びに協働事
業の開催
３

自然環境の保全及び活用並びに緑化推進活動の普及啓発及び団体支援

４

地域交流又は社会貢献を主たる目的とするスポーツ、文化芸術及び緑
化推進に関する活動拠点の管理運営及び整備

（その他の事業）
１

売店等の経営

２

駐車場等の経営

３

その他公益目的を達成するために必要な事業

５ 基本財産

４億１，０００万円

６ 役

（令和元年７月１日現在）

員

理 事 長

清水和男

副理事長

長谷部美由紀

常務理事

金子正美

理

事

井東明彦

理

事

春日惠美子

理

事

小林 力

理

事

小林三夫

監

事

石田宏一

監

事

鈴木 学

７ 事業概要（平成３１年度）
（１）公益事業
① スポーツを通じた心身の健全な育成を目的とする事業の企画及び実施
ア 講座、セミナー、育成事業
（ｱ）スポーツ教室開催事業
市民の体力向上と健康増進のためスポーツ教室を開催した。
（ｲ）スポーツ講習会開催事業
スポーツ活動の場において適切な指導や助言ができるよう、個々のレベルの向
上を図った。
イ 体験活動事業
（ｱ）ボールで遊ぼう
小学生と保護者の２人１組で、様々な大きさや形、柔らかさの違うボールを使
ったレクリエーションとしてコミュニケーションゲームを開催した。
（ｲ）スポーツボランティア体験活動
スポーツ鬼ごっこという種目を題材にチームの引率ボランティアを体験したり、
ボランティアと協力して東京オリンピック・パラリンピックの種目体験会を実施
した。
ウ 相談、助言事業
（ｱ）スポーツ健康相談
健康管理、ケガの予防、病後のスポーツへの復帰方法など、スポーツに関する
健康相談や助言を行った。

エ キャンペーン事業
（ｱ）大和スポーツセンターお客様感謝 DAY スポーツしちゃお！2018
スポーツに関する興味や関心を高めるため、キャンペーン活動として、イベン
トや無料の体験教室を実施した。
オ 競技会事業
（ｱ）スポーツ大会開催事業
スポーツに取り組んでいる方々の、日頃の成果を試す機会として「大会」や「競
技会」を実施した。
カ その他事業
（ｱ）事業ＰＲパンフレット発行事業
スポーツに関する情報を「年間事業案内」として無料配布し、ＰＲ活動を行っ
た。
（ｲ）スポーツ団体との施設利用に関するスケジュール調整会議及び情報交換
スポーツ団体（屋内種目・屋外種目）とスケジュール調整等の会議実施し、併
せて情報交換を行うなかで相互の交流を図った。
② 文化芸術を振興するための情報発信及び活動機会の提供並びに協働事業の開催
ア 体験活動事業
（ｱ）学校寄席開催事業
総合学習の一環として学校で寄席を行い、落語に触れる機会を提供した。
イ キャンペーン事業
（ｱ）地域団体等支援事業
文化芸術に関する意識の高揚を図るため、キャンペーン活動として各種団体と
の協働事業や支援を行った。
（ｲ）文化プログラム推進事業

日本の伝統文化伝承活動（やまと子ども伝統文化塾）を推進するため大和市
伝統文化伝承事業実行委員会の事務局として各団体の活動を支援した。
ウ その他事業
(ｱ) 情報誌「とりころーる」発行事業
財団管理施設ならびに、スポーツ、緑化推進活動やその他の多様な余暇活動に
関する各種事業やイベントの情報を広く市民の皆さまに定期的にお知らせした。
（ｲ）ホームページ等情報提供事業
ホームページ及びツイッターやポスターの掲示、各種情報メディアを活用して
財団のＰＲを図った。
（ｳ）調査研究事業
スポーツ、余暇活動及び緑化意識の普及啓発並びに施設等に関する調査研究を
実施した。
（アンケート調査）

③ 自然環境の保全及び活用並びに緑化推進活動の普及啓発及び団体支援
ア 講座、セミナー、育成事業
（ｱ）園芸教室等開催事業
市民ニーズに合わせた各種緑化教室等を開催した。
（ｲ）自然教室等開催事業
泉の森等の施設を利用し、自然に関する教室を開催した。
イ 体験活動事業
（ｱ）みどりの体験教室開催事業
自然環境の保全や緑化推進に関する教室と様々な体験活動を組み合わせた事業
を開催し、併せて参加者同士の交流を図った。
ウ 相談、助言事業
みどりの普及を目的として、各団体等へ花苗や資材の提供と併せて、緑化相談
や助言を行った。
エ 調査、資料収集事業
自然環境の保全及び緑化推進に関する事業について「樹林地管理手法」を調査
実施し、「泉の森自然情報」「季節の花情報」などの情報をホームページで公表し
た。
オ 展示会事業
（ｱ）展示会事業
緑化推進に関する各種展示会を開催することにより、より多くの方々に自然や
みどりに触れ合う機会を提供した。
カ その他事業
(ｱ) 緑化推進事業
地域の緑化やみどりの保護、育成を図るとともに、キャンペーン活動として「グ
リーンアップフェスタ」と題したイベントや無料の体験教室を開催することで、
みどりへの関心を高めた。
（ｲ）団体支援事業
自然環境の保全や緑化推進に関する興味や関心を高めるため、市内の幼稚園に
花苗資財を提供し、併せて植栽等に関する助言を行った。
（ｳ）事業案内等の配布
みどりに関する情報を「年間事業案内」として無料配布し、ＰＲ活動を行った。
④ 地域交流又は社会貢献を主たる目的とするスポーツ、文化芸術及び緑化推進に関する活
動拠点の管理運営及び整備
ア 講座、セミナー、育成事業
（ｱ）教室開催事業
管理施設の有効活用と利用者の促進を図るため様々な教室を開催した。

イ 体験活動事業
（ｱ）体験教室
管理施設の利用促進を図るため各施設の特色にあった体験活動を実施した。
ウ 相談、助言事業
（ｱ）管理施設でのボランティア支援活動
事業活動拠点での相談対応と、各種ボランティアの育成、助言、研修機会を提
供することで施設利用者とのコミュニケーションを図った。
エ 調査、資料収集事業
管理施設のサービス向上を図るため、施設の現状分析、問題点の抽出、評価、
改善に関する調査研究を行った。
オ キャンペーン事業
施設利用者感謝デーとして管理施設を無料開放し、イベントや無料体験教室と
併せて施設のＰＲ活動を行った。
カ 展示会事業
（ｱ）展示会事業
管理施設の特色と融合する作品を展示することで、管理施設の利用促進を図っ
た。
⑤ その他公益目的を達成するために必要な事業
ア 財団管理事業
（ｱ）協議会等参加事業（情報交換）
財団の効果的な運営を実現するため、県内の各種協議会に参加した。
（２） 受託事業
① スポーツ、緑化推進活動その他の余暇活動に関する各種事業の企画及び実施
ア 各種教室、講座開催事業ほか
（ｱ）スポーツ教室開催事業
大和市から委託を受けたスポーツ教室等を開催し、市民の体力向上、健康の保
持を図った。
（ｲ）文化プログラム推進事業
東京２０２０五輪

文化プログラムに関する講演会とリオ五輪メダリストによ

るトークショーを開催することで、オリンピックは文化の祭典であるという意識
啓発を行うとともに、新たな文化団体を形成するための動機付けを行った。
また、市内における伝統文化の祭典として「やまと子ども伝統文化塾」の塾

生によるステージ発表と、市指定重要無形民俗文化財の披露、各種伝統文化の
展示・体験ブースの設置を行った。
（ｳ）フラワーハンギングバスケット管理事業
大和市の文化創造拠点である芸術文化ホール前の広場から大和駅までプロムナ

ードは、文化創造拠点の一部であると捉え、その場所にある外灯にフラワーバス
ケットを飾ることで賑わいを図った。
（ｴ）緑化相談事業
みどりに関する相談を受け、緑化意識の高揚と緑化知識の向上を図った。
② 公共施設等の管理運営
ア 受託施設の管理運営事業
（ｱ）体育施設（条例未規定施設）
広場等の管理運営業務
（ｲ）泉の森
泉の森の管理運営業務
（ｳ）ふれあいの森、草柳広場
ふれあいの森、草柳広場の管理運営業務
（ｴ）自然観察センター
自然観察センターの管理運営業務
（ｵ）グリーンアップセンター
グリーンアップセンターの管理運営業務
（ｶ）遊びの森
遊びの森の管理運営業務
（ｷ）大規模緑地
大規模緑地の管理運営業務
（ｸ）泉の森ふれあいキャンプ場
泉の森ふれあいキャンプ場の管理運営業務
（３） 収益事業
① 駐車場、食堂、売店等の経営
ア 売店等経営事業
（ｱ）大和スポーツセンター等スポーツ施設における売店等の経営事業
スポーツセンター内の食堂・売店の経営（物品販売）
スポーツ施設利用者の利便を図るため食堂及び売店の経営を行った。
（ｲ）公園施設における売店等の経営事業
公園施設における売店等の経営事業
公園利用者の利便を図るため売店を経営し、食品、清涼飲料水、薪、炭等を
販売した。
（ｳ）自動販売機事業
自動販売機の設置（６台）
施設利用者の利便を図るため清涼飲料水等の自動販売機を設置した。
イ 駐車場等経営事業

（ｱ） 駐車場等の経営事業（駐車場３３台、駐輪場４９１台、バイク駐車場５７台）
引地川公園利用者のための駐車場等の経営
引地川公園利用者の利便を図るため駐車場を経営した。
８ 指定管理者
（１）指定管理者制度導入の有無
有
（２）指定管理者としての受託の有無
有
（３）指定管理者としての受託している施設の内訳
都市公園：８

１（引地台公園）
２（引地台温水プール）
３（引地台温水プール立体駐車場）
４（つきみ野１号公園・つきみ野野球場、園地等）
５（大和スタジアム）
６（宮久保公園・宮久保野球場、園地等)
７（宮久保スポーツ広場）
８（大和ゆとりの森）※共同事業体による運営

都市公園：１

１（多胡記念公園・慈緑庵）

スポーツ施設：５

１（大和スポーツセンター体育会館・競技場）
２（草柳庭球場）
３（桜森スポーツ広場）
４（下福田野球場）
５（下福田スポーツ広場）

その他：１

１（郷土民家園）

９ 交付金、補助金、助成金
（１）交付金

０円

（２）補助金

１４６，０３１，１２５円

１０ 決算概要（平成３１年度）
収

支 計 算 書 総 括 表

（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）
科目

合計

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

（収入の部）
事業活動収入

基本財産運用収入

61,000

特定資産運用収入

0

39,538

事業収入

807,607,234

745,129,447

補助金等収入

146,031,125

145,517,817

348,610

340,820

14,700,000

7,647,230

雑収入
繰入金収入

21,462
62,477,787
513,308
7,400

390
7,052,770

投資活動収入

特定資産取崩収入

5,060,053

5,060,053

当期収入合計（Ａ）

973,808,022

898,674,852

62,485,187

12,647,983

前期繰越収支差額

39,448,461

△15,679,147

56,064,316

△936,708

1,013,256,483

882,995,705

118,549,503

11,711,275

事業費

947,597,393

901,345,307

46,252,086

管理費

18,980,452

繰入金支出

14,700,000

収入合計（Ｂ）
（支出の部）
事業活動支出

18,980,452
14,700,000

投資活動支出

特定資産取得支出

13,816,500

13,458,500

358,000

995,094,345

914,803,807

61,310,086

18,980,452

△21,286,323

△16,128,955

1,175,101

△6,332,469

18,162,138

△31,808,102

57,239,417

△7,269,177

敷金・保証金支出
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額
（Ａ）－（Ｃ）

次期繰越収支差額
（Ｂ）－（Ｃ）

※法人の決算書では、繰入金収入（繰入金支出）は内部取引として相殺消去しています。

１１ 諸規程
（１）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団の保有する情報の公開に関する規程
（２）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団の保有する指定管理施設の管理に関する
業務の情報の公開に関する規程
（３）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団の保有する個人情報の保護に関する規程
（４）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団の保有する指定管理施設の管理に関する
業務の個人情報の保護に関する規程
（５）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団特定個人情報取扱規程
（６）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団表彰規程
（７）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり職務権限規程
(８) 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり理事会運営規程
(９) 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団倫理規程
(10) 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり評議員会運営規程
(11) 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団リスク管理規程
（12）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団処務規程
（13）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団電子計算組織管理規程
（14）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団の規程における様式の大きさの特例に関
する規程
（15）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団職員就業規程
（16）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団職員の再雇用に関する規程
（17）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団職員の育児休業等に関する規程
（18）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団コンプライアンス規程
（19）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団役員及び評議員報酬規程
（20）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団職員の給与に関する規程
（21）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団職員の退職手当に関する規程
（22）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団旅費に関する規程
（23）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団経理規程
（24）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団契約規程
（25）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団器具等使用料徴収規程
(26) 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団寄附採納事務取扱規程
(27) 公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団資産管理運用規程
（28）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団駐車場等管理規程

