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《附属明細書》 

 

 

１、主要な事業内容の補足 

 

 

（１）教育文化施設助成事業 

文部科学省の指導要領でも豊かな知性や感性、思考力、表現力、判断力を育むための読書は

重要であると強調されており、本振興会においても設立より継続して読書活動の推進、優良

図書の充実を図ることで利用者の利便性の向上と心豊かな人材の育成に寄与しており、公益

目的支出計画としての書籍購入費用の寄付をむつ市立図書館に寄贈した 

 

図書寄贈実績 

平成２９年度 児童図書を３１５冊 、５４２，９３７円 

平成２８年度 児童図書を３２６冊 、５３２，０９２円 

平成２７年度 児童図書を３０６冊 、５６５，２６３円 

平成２６年度 児童図書を３７３冊 、５３３，５７１円 

 

 

 

（２）スポーツ振興事業 

施設の活性化と利用者ニーズの対応、スポーツを通じた健康増進のため、夏季にあさひな丘

プールにおいて水泳教室を開催し、講師はむつ市水泳協会の協力を得て配置 

冬季には、むつ市兎沢スキー場においてスキー教室を開催 

市民の健康志向を推進するため、大畑中央公園施設をメイン会場としてノルディックウォー

キング教室を開催 

 

①水泳教室 

平成２９年度利用実績内訳 

参加者数実績   １０９１名  （前年度利用者数 ９１２名） 

内訳、 ５月期    ２０名  （         ３２名） 

 ６月期   １８０名  （        ２００名） 

 ７月期   １８８名  （        １８８名） 

 ８月期   １８４名  （          ０名） 

 ９月期   １７６名  （        １６８名） 

１０月期   １７２名  （        １８０名） 

１１月期   １５２名  （        １４４名） 

１２月（補習） １９名 
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 ②スキー教室 

平成２９年度利用実績内訳  全６回 

参加者数実績    １５０名  （前年度１６１名） 

 

③ノルディックウォーキング教室 

平成２９年度利用実績内訳  全２回（５/１晴れ、１０/１６晴れ） 

参加者数実績     ３６名  （前年度 ２３名） 

 

 

 

（３）学校給食支援事業（北通地区学校給食業務） 

豊かな食生活の支援と食育の普及を図る目的のため、むつ市立大畑学校給食センターの管理

運営を実施して、管内小・中学校６校の給食調理及び配送業務を実施 

 

平成２９年度 調理日数２０４日 、実食数１１０，７１９食 

平成２８年度 調理日数２０４日 、実食数１０９，４６５食 

平成２７年度 調理日数２０１日 、実食数１１５，６５７食 

平成２６年度 調理日数２０６日 、実食数１２２，０７３食 

 

 

栄養教諭とともに給食の時間に訪問して管内小・中学校６校の栄養指導訪問の補助を実施（給

食時間の視察、身支度、盛り付け及び摂食状況の確認を含む） 

 

平成２９年度 ９月１９日から１０月 ４日までに２５ケ所 

平成２８年度 ９月２０日から１０月 ５日までに２７ヶ所 

平成２７年度 ９月２５日から１０月１９日までに２８ケ所 

【２６年度までの栄養士が講義する内容は、箸の使い方、食事の姿勢と吸収、咀嚼と

体の変化、カルシウム摂取の重要性、野菜の分類と栄養など対象の学年により実施】 

平成２６年度 ５月２１日から ７月 ２日までに２８回 

 

 

調理員による食育活動として、毎日の献立について献立名の由来や調理法、季節の食材につ

いてコメントしてブログで発信し、季刊として『大畑学校給食調理員だより』を発行、管内

小・中学校６校に配布 

 

平成２９年 ７月発行 夏号は「咀嚼・カルシウム」 

平成２９年１２月発行 冬号は「睡眠と風邪予防」 

平成３０年 ３月発行 春号は「食肉産地」 

※大畑学校給食調理員だよりはホームページにも掲載 
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（４）むつ市下北自然の家管理運営事業 

むつ市下北自然の家の管理運営を通じて、利用者の豊かな人間性の醸成と心身の保養に寄与

する目的のため、むつ市の委任を受けて、市主催の活動や学校利用の体験プログラムを指導・

助言し、宿泊に伴う施設の管理を実施 

 

 

施設内食堂で利用者の目的や年齢に合わせた献立提供を実施 

食堂利用実績 

【 朝食及び昼食４１０円（幼児 250 円）、夕食５１０円（幼児 300 円）、白飯６０円 】 

 

平成２９年度 利用者数 １２，３４６名 、利用金額 ４，９７３，２５０円 

内訳、朝食  ２，６７１名 、１，０７０，６３０円 

昼食  ６，５９３名 、２，５２５，８１０円 

夕食  ２，９４６名 、１，３６８，６５０円 

その他   １３６名 、    ８，１６０円（白飯利用含む） 

平成２８年度 利用者数 １３，２８５名 、利用金額 ５，２７２，１４０円 

内訳、朝食  ３，１５９名 、１，２２０，８５０円 

昼食  ６，７８８名 、２，５３９，８５０円 

夕食  ３，１４４名 、１，４９９，８００円 

その他   １９４名 、   １１，６４０円 

平成２７年度 利用者数 １３，６４８名 、利用金額 ５，４１７，６３０円 

内訳、朝食  ３，３６１名 、１，３１８，０００円 

昼食  ６，３６２名 、２，４８４，３５０円 

夕食  ３，２１２名 、１，５７０，４００円 

その他   ７１３名 、   ４４，８８０円 

平成２６年度 利用者数 １１，９０５名 、利用金額 ４，８５７，０３０円 

内訳、朝食  ２，９０５名 、１，１３２，０００円 

昼食  ６，０６４名 、２，３５９，７５０円 

夕食  ２，９３６名 、１，３６５，２８０円 

 

 

施設の特性を活かした自主企画の体験活動を実施 

５月２０日    黒森山登山 春      （一般参加者数 ５０名） 

６月１１日    家族でクッキング     （一般参加者数 ３８名） 

８月２７日    家族でＢＢＱ       （一般参加者数 ５９名） 

９月９～１０日  家族でキャンピング    （一般参加者数 ６２名） 

１０月 ７日    下北探究         （一般参加者数 ２６名） 

１０月２１日    黒森山登山 秋      （一般参加者数 ２４名） 

１１月１２日    手作り体験        （一般参加者数 ５９名） 

１２月 ３日    英語を楽しむ       （一般参加者数 ３８名） 

１２月１７日    としな作り・餅つき    （一般参加者数 ６３名） 
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（５）体育施設指定管理者事業 

大畑中央公園及びむつ市兎沢スキー場において、施設の活性化と利便性の向上を図るため、

施設管理、接客、利用統計、維持管理及び環境整備を実施 

 

開設期間 

大畑中央公園は、平成２９年４月１日から同年１１月３０日まで 

（プール施設は、４月８日から１２月１０日まで） 

むつ市兎沢スキー場は平成２９年１２月２３日から平成３０年３月２０日まで 

 

平成２９年度利用実績内訳  

施設区分   利用者数   （ 前年度利用者数）  利用料 

野球場    ２，３３８名 （  ２，０２４名）    １７２，３２０円 

庭球場      ５１８名 （    ６９４名）     ６１，６６０円 

陸上競技場  ４，３９６名 （  ３，７７０名）    １２１，３１５円 

プール    ８，９８２名 （  ８，８６９名）  １，６５１，９４０円 

スキー場   １，６４９名 （  １，８６０名）     ８９，６１０円 

 

 

 

（６）自主事業（食堂運営事業） 

夏季のプール施設において利用者ニーズを受けて自動販売機を設置して清涼飲料水の販売及

び窓口での物販を実施し、冬季のスキー場施設に付帯する食堂について、施設の活性化と利

用者の利便性の向上のため温かな食事の提供と物販を実施 

 

平成２９年度利用実績内訳 

内訳、食堂施設利用     １，８８９名（  ３８７，４６０円） 

飲料自販機等手数料        （  １８１，０３１円） 

プール施設物販等         （  ５４７，０５０円） 

雑収入              （    ７，２００円） 

平成２８年度利用実績内訳 

内訳、食堂施設利用     ２，２５１名（  ４３６，２４０円） 

飲料自販機等手数料        （  １７３，６８６円） 

プール施設物販等         （  ５６５，２７０円） 

雑収入              （    ６，１００円） 

平成２７年度利用実績内訳 

内訳、食堂施設利用     ３，３１０名（  ６５１，０７０円） 

飲料自販機等手数料        （  １７１，３７８円） 

プール施設物販等         （  ６１４，７３０円） 

雑収入              （    ７，０００円） 

 


