
 

平成２４年度 財団法人 霧島市しみん学習支援公社 

事業計画 

 

● 基 本 方 針 

   平成２４年度、当公社は寄附行為に定めるとおり、生涯学習の推進を図るため、霧島

市と連携し，芸術・文化、スポーツ活動等の振興を図るとともに，市民に喜ばれる文化、

体育施設、その他公共施設の管理に関する事業を行い、市民福祉の向上に寄与する。 

   これまでも，「財団法人」として国分図書館やメディアセンターの学習利用者の支援

及び国分公民館を利用した市民のための講座を支援し、十分な成果を上げており、また、

指定管理者制度移行後も、更に市民の視点で「安全・安心で快適なサービス」を提供で

きるよう受託施設を管理し，併せて，常に効率的な運営にも心がけてきた。 

今年度においても，霧島市同様、奉仕者としての立場を踏まえ，更に市民の皆様に喜

ばれるよう下記に挙げる３つの事業を大きな柱に事業を実施する。 

   なお、平成25年11月30日が移行期限となる公益法人制度改革については、比較的

自由な立場で、可能な範囲で、公益目的事業を実施していくため、特例民法法人から一

般財団法人への移行申請を行う。 

 

                   記 

  

１ 生涯学習推進事業 

受託管理している国分図書館、メディアセンター及び国分公民館といった施設を活用し

て、市民の生涯学習をサポートする。また、市民の学習意欲の向上を図り、生涯学習を推進

するため、その調査研究を行い、自主事業等の充実を図る。 

 

［主な事業］ 

 

 (１) 情操教育事業 

 

 サマーキャンプ  

目 的: 青少年の健全育成及び融和・親睦をはかる。 

対象及び時期 ： 市内小学生（平成２４年８月） 

 

(２) ボランティア事業  

   

 環境美化活動 

    目 的 :  情操教育学習に資する公共施設等の環境美化 

対象及び時期 ： 市内知的障害者援護施設利用者（平成２４年９月） 

 



 

 

  (３) 体育・文化振興事業 

     

目 的 : 健康な身体と心を養い、また、併せて施設の利用増進に寄与する。 

ア グラウンドゴルフ親睦研修会    

対象及び時期 ： 市内愛好者（平成２４年１１月） 

イ 地元食材料理教室         

対象及び時期 ： 市民全般（平成２４年１２月） 

ウ ビーチドッジボール 

対象及び時期 ： 市内小学生（平成２４年秋ごろ） 

 

 (４)  調査研究事業 

 

目 的 : 生涯学習事業を円滑に行うため。 

年間を通じて先進地（団体）などの実施している事業への取り組みの研修・視  

察 

 

（５）公民館講座（４７講座）  

     

目 的 : 受託施設である公民館において市民の生涯学習を支援し、利用増進

に寄与する。 

対象及び時期 ： 市民全般（通年） 

 

２ 公共施設管理受託事業 

寄附行為に定めた目的を達成するため、国分海浜公園をはじめとする３２施設を管理す

る。その中で補助金及び業務委託施設を除く２７施設については指定管理者制度による委

託を受け、都市公園等の有料運動施設や市民会館などの文化施設を適正に管理運営し、市

民福祉の向上に寄与する。 

なお、平成24年度中に完成予定の広瀬地区コミュニティ広場については、完成後管理

する。  

 

 ３ 監理・運営事業 

   公社の組織及び運営体制について、効率化に努めるとともに、経営上必要な事項につ

いて、霧島市及び関係各機関、団体との情報交換等の連携を取りながら事務を行う。 

特に各種事業活動の要として，設立目的に沿った運営を行うとともに、公益目的事業

及びそれに資する事業を円滑に行うため、適正な財務運営を行う。これまで同様、民間

企業の経営感覚で臨み，業務の専門性・独自性を高め，サービスの向上や経費の節減な

どに積極的に取り組む。 

また，補助金事業については、国分ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ２階会議室の利用促進を図り、貸館事業

における収益事業を強化するとともに、施設利用者等のニーズに合わせたきめ細やかな

サービスに努める。  



平成２４年度
財団法人霧島市しみん学習支援公社

当初予算書 (単位：円）

Ⅰ　収入の部 219,000,000 200,000,000 -19,000,000

　１ 基本財産運用収入 170,000 60,000 -110,000

　  　基本財産運用収入 170,000 60,000 -110,000

　２ 特定資産運用収入 2,000 31,000 29,000

　  　特定資産利息収入 2,000 31,000 29,000

　３ 事業収入 135,084,000 132,417,000 -2,667,000

　  　生涯学習受託事業収入 26,205,000 26,780,000 575,000

　  　施設受託事業収入 108,819,000 105,577,000 -3,242,000

　  　その他事業収入 60,000 60,000 0

　４ 利用料収入 12,406,000 10,760,000 -1,646,000

　  　施設利用料収入 12,406,000 10,760,000 -1,646,000

　５ 補助金収入 48,734,000 48,158,000 -576,000

　  　市補助金収入 48,734,000 48,158,000  -576,000

　６ 雑収入 604,000 574,000 -30,000

　  　受取利息収入 70,000 40,000 -30,000

　  　雑収入 534,000 534,000 0

　７ 特定資産取崩収入 12,000,000 8,000,000 -4,000,000

　  　事業運営資金積立資産取崩収入 12,000,000 8,000,000 -4,000,000

     前期繰越額 10,000,000 0 -10,000,000

　　　　　　　収入総合計 219,000,000 200,000,000 -19,000,000

  Ⅱ 支出の部 219,000,000 200,000,000 -19,000,000

　　１　事業費 198,755,000 184,900,000 -13,855,000

　　　　　賃金 60,048,000 60,549,000 501,000

　　　　　福利厚生費 7,872,000 7,770,000 -102,000

　　　　　報償費 3,120,000 2,955,000 -165,000

　　　　　旅費交通費 230,000 50,000 -180,000

　　　　　消耗品費 3,992,000 3,201,000 -791,000

　　　　　消耗什器備品費 1,540,000 600,000 -940,000

　　　　　燃料費 1,370,000 1,925,000 555,000

　　　　　食糧費 348,000 26,000 -322,000

　　　　　印刷製本費 180,000 200,000 20,000

　　　　　光熱水費 26,437,000 22,207,000 -4,230,000

　　　　　修繕料 10,232,000 3,543,000 -6,689,000

　　　　　通信運搬費 1,140,000 1,199,000 59,000

　　　　　手数料 710,000 1,915,000 1,205,000

　　　　　保険料 810,000 399,000 -411,000

　　　　　委託料 38,286,000 35,883,000 -2,403,000

　　　　　使用料・賃借料 40,760,000 40,161,000 -599,000

　　　　　原材料費 1,460,000 2,159,000 699,000

　　　　　支払負担金 60,000 13,000 -47,000

　　　　　公課費 160,000 145,000 -15,000

　　２　管理費 20,245,000 15,100,000 -5,145,000

　　　　　役員報酬 276,000 276,000 0

　　　　　賃金 6,991,000 5,783,000 -1,208,000

　　　　　福利厚生費 978,000 830,000 -148,000

　　　　　旅費交通費 240,000 161,000 -79,000

　　　　　消耗品費 500,000 250,000 -250,000

　　　　　消耗什器備品費 500,000 0 -500,000

　　　　　燃料費 150,000 150,000 0

　　　　　食糧費 30,000 0 -30,000

　　　　　印刷製本費 50,000 0 -50,000

　　　　　修繕料 100,000 60,000 -40,000

　　　　　通信運搬費 300,000 400,000 100,000

　　　　　手数料 110,000 110,000 0

　　　　　保険料 50,000 500,000 450,000

　　　　　委託料 2,850,000 500,000 -2,350,000

　　　　　使用料・賃借料 1,800,000 1,500,000 -300,000

　　　　　支払負担金 120,000 50,000 -70,000

　　　　　公課費 5,200,000 4,530,000 -670,000

　　　　　　支出総合計 219,000,000 200,000,000 -19,000,000

本年度
当初予算額

備　　考予算区分 増　　減
前年度

当初予算額


