全国公園協会協議会
http://www.zenkoku-kouen.gr.jp/

一般財団法人
１ 名

称

２ 所在地等

沖縄美ら島財団

一般財団法人沖縄美ら島財団
沖縄県国頭郡本部町字石川８８８番地
〒９０５－０２０６
TEL（０９８０）４８－３６４５
FAX（０９８０）４８－３９００
URL ：http://churashima.okinawa/
E-mail：zaidan@okichura.jp

３ 設立経過

昭和５１年７月１６日 財団法人認可

４ 目的・事業
（１）目

的

亜熱帯性動植物、海洋文化、首里城等に関する調査研究、知識の普及啓
発、技術開発、サービスの提供等及び公園緑地、レクリエーション施設、
教育施設等（以下「公園緑地等」という。）の管理運営、並びに首里城基金
（以下「基金」という。
）の造成、管理及び運用等の事業を行い、もって市
民の心身の健全な発達及び環境の保全に寄与すること並びに地域社会へ貢
献することを目的とする。

（２）事

業

①亜熱帯性動植物、海洋文化、首里城等に関する調査研究及び技術開発
②亜熱帯性動植物、海洋文化、首里城等に関する知識の普及啓発
③亜熱帯性動植物、海洋文化、首里城等に関するシステム及び物品の開発、
販売等
④公園緑地等に関する管理運営及び物品の販売等
⑤首里城に関する展示資料の収集等を行う首里城基金の造成、管理及び
運用
⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業

５ 基本財産
６ 役

３２億円

員 （平成３１年４月１日現在）
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事
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孝
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７ 事業概要（平成３０年度）
（１）自然、歴史・文化等に関する調査研究及び普及啓発事業
ア 亜熱帯性動物に関する調査研究及び技術開発
（ｱ） ウミガメに関する調査研究
（ｲ） ザトウクジラに関する調査研究
(ｳ)

イルカの繁殖技術に関する調査

(ｴ)

マナティーの繁殖技術に関する調査

(ｵ)

大型板鰓類の繁殖と生理生態に関する調査研究

（ｶ） 魚類等調査
(ｷ)

海洋博公園における小動物調査

(ｸ)

サンゴに関する調査研究

(ｹ)

タイワンハブ駆除技術開発

イ 亜熱帯性植物に関する調査研究及び技術開発
（ｱ） 希少植物に関する調査研究
（ｲ） 西表島植物誌編纂事業
（ｳ） 都市緑化に関する調査研究
(ｴ)

有用植物に関する調査

(ｵ)

熱帯性植物等の収集及び展示

（ｶ） 熱帯植物試験圃場における希少植物・有用植物の管理
(ｷ)

植物標本の維持・管理（所蔵標本数：約２万点）

ウ

海洋文化に関する調査研究

エ

首里城等に関する調査研究及び技術開発

（ｱ） 正殿漆塗装関連資料の調査研究
（ｲ） 資料収集・復元事業
（ｳ） 琉球漆芸調査
(ｴ)

首里城関連史料のデジタル化

(ｵ)

琉球食文化に関する調査研究

オ

普及啓発・地域連携

（ｱ） 亜熱帯性動植物に関する知識の普及啓発
（ｲ） 海洋文化に関する知識の普及啓発
（ｳ） 学校連携事業
(ｴ)

美ら島自然学校に関する事業

(ｵ)

人材育成支援事業

（ｶ） 環境保全活動支援エコクーポン事業
(ｷ)

海洋博公園における普及啓発活動

(ｸ)

沖縄美ら海水族館における普及啓発活動

(ｹ)

首里城等に関する知識の普及啓発

(ｺ)

清代中琉関係档案選編等の調査

(ｻ)

総合研究センター活動報告会

(ｼ)

調査研究・技術開発、普及啓発活動に対する助成事業

（２）首里城基金運営事業
（３）公園緑地等の管理運営事業
ア 国営沖縄記念公園
（ｱ） 海洋博覧会地区
（ｲ） 首里城地区
イ 沖縄県国営沖縄記念公園内施設
（ｱ） 海洋博覧会地区内施設（沖縄美ら海水族館等）
（ｲ） 首里城地区内施設（有料区域）
ウ 都市公園等
（ｱ） 県営首里城公園
（ｲ） 沖縄県立博物館・美術館
（ｳ） 首里城城郭等
（ｴ） 沖縄県立名護青少年の家
（ｵ） なごアグリパーク（名護市農産物 6 次産業化支援拠点施設）
（４）物品の販売等の事業
ア

公園等の管理運営に伴う事業

（ｱ） 海洋博公園
（ｲ） 首里城公園
イ 自主事業
(ｱ)

水族館アンテナショップ「うみちゅらら」
（国際通り店、那覇空港店）

（ｲ） アグリショップ「しまちゅらら」（なごアグリパーク）
（ｳ） ミュージアムショップ「ゆいむい」
（沖縄県立博物館・美術館）
（５）調査等の受託事業
ア

平成 30 年度寄託管理事業
（ ワシントン条約に基づき空港等で没収された植物の管理を行う）

イ 平成 30 年度熱帯果樹優良種苗普及システム構築事業
ウ 平成 30 年度沖縄県かんしょ奨励品種の節培養による苗増殖及び発送に関する業務
エ 平成 29 年度首里城正殿漆塗替え作業
オ 平成 30 年度奄美大島に生育する着生ランの野生復帰事業
カ

平成 30 年度琉球王国文化遺産集積・再興事業製作委託業務

キ

銘苅家・名嘉家旧蔵品修復復元業務

ク 希少野生植物の生息域外保全検討実地委託業務（種子保存、種子収集）
ケ

平成 30 年度沖縄食文化保存・普及・継承事業

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）指定管理者として受託している施設の内訳
一般公園：１
有料施設：５
（城郭、水族館、研修施設、加工支援施設、博物館・美術館）
９ 交付金・補助金・助成金

「０」

１０ 決算概要（平成３０年度）
１１ 諸

規 程

（１）

定款

（２）

規則等に関する規則

（３）

組織規則

（４）

正職員就業規則

（５）

フルタイム契約職員就業規則

（６）

パートタイマー職員就業規則

（７）

評議員及び役員の報酬並びに旅費に関する規則

（８）

会計規則

（９）

首里城基金取扱規則

（１０） 職務等級規程
（１１） 正職員給与規程
（１２） フルタイム契約職員給与規程
（１３） パートタイマー職員給与規程
（１４） 職員退職手当支給規程
（１５） 会計規程
（１６） 資産運用規程
（１７） 事務決裁規程
（１８） 職員旅費規程
（１９） 公印規程
（２０） 文書取扱規程
（２１） 被服規程
（２２） 外国旅行旅費支給規程
（２３） 役員外国旅行旅費支給規程
（２４） 育児・介護休業等規程
（２５） 職員表彰規程
（２６） 情報公開規程
（２７） 報奨規程
（２８） 自家用電気工作物保安規程
（２９） 安全衛生管理規程
（３０） ハラスメント防止規程
（３１） 定年退職後再雇用規程
（３２） 人事考課規程

（３３） 整備管理規程
（３４） 科学研究費助成事業（科研費）の研究実施規程
（３５） 積立休暇制度に関する規程
（３６） 個人情報・特定個人情報取扱規程
（３７） 遺伝子組換え実験安全管理規程
（３８） 沖縄美ら島財団動物実験規程

