
事業等の実施に努めております。

　なお、指定管理者としての期間が令和３年３月３１日で終了することから、新たに令和３年４月から

５年間の公募が行われ、令和２年１０月に指定管理者指定申請書を町に提出しました。

　その結果、令和２年１２月町議会において、当財団が指定管理者の指定について承認され、引

き続き、当該５施設を管理運営していくことになりました。

建物・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境確保に

努めております。

　　　 ・アルプスの湯利用実績   

２年度 元年度 ２年度 元年度 利用対比

年      間 287日 312日 128,675人 175,395人 73.4% 

(１日平均) ( 448.3人) ( 562.2人) ( 79.7%)

（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月29日から5月24日まで一時休業）

 ※1月8日（金）～11日（月）にかけて記録的な大雪のため、閉館時間を8日は19：00

 　 まで、9日～11日は17：00まで繰り上げております。

　　　　　＜入館者４５０万人達成＞

　　　　　　　　８月１６日（日）、アルプスの湯の通算入館者が４５０万人を達成しました。平成１０年

　　　　　　　８月１日にオープンして以来、２２年目（6,818営業日）での到達となりました。

　　　　　　　　450万人目とその前後のお客様に、財団及び館内テナント業者からの記念品を贈呈

　　　　　　　いたしました。また、入館者の皆様に達成記念として粗品を進呈しました。

　　　 ・アルプスの湯２号源泉井孔内調査の実施

　　　　　　　　アルプスの湯の営業開始以来、徐々に源泉井の泉温低下と成分減少が認められ、

　　　　　　　温泉としての継続利用が危惧されることから、現状を調査し延命対策を検討すること

　　　　　　　としました。

　　　　　　　　演芸歌舞ショー、美術・写真・盆草等の作品展示、ミニコンサートの実施や農産物の

　　　　　　　販売（「夕市」…毎週火・木・土曜日、６月～１２月）等で交流の場を創出し、施設の利用

　　　　　　　客増に努めております。

　　　　　　　　また、毎月２６日を「風呂の日」として福祉センターにおいてイベントを開催（土・月曜

　　　　　　　日を除く。）し、利用者に楽しんでいただいております。

利　　用　　者　　数営　 業　 日　 数

  ③企画運営事業

  ②施設運営事業

１．施設管理運営受託事業及び健康・文化・スポーツ振興事業

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　５，９１６．５２ ㎡

　　　 ・ロビー等の利用状況

令和２年度事業報告書

　当財団は、平成２５年４月１日に「一般財団法人」へ移行し、平成２８年度からは、引き続き、町の

指定管理者として承認（令和３年３月までの５年間）を受けて、上市町保健福祉総合センター等の

町有施設の管理運営を効率的に行うとともに、公益目的支出計画（財団の正味財産相当額を公

益のために支出する計画）に基づき、健康づくりの推進並びに文化及びスポーツの振興に関する

（１）上市町保健福祉総合センター（つるぎふれあい館）

  ①施設管理事業       

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町湯上野1176番地

- 1 -



　　　　　(ｲ) 健康相談（無料）の実施

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月から一時中断）

温泉博士の健康相談(毎月第1水曜日) 鏡森定信 先生

健康おしゃれ相談(毎月第4土曜日) 高須佳美 先生

・健康相談利用実績   

開催日 人数 開催日 人数

合計 8回 11人 2回 8人 19人 

　　　　　(ﾛ) ワンコインデーの実施

　　　　　　　　毎月５日をワンコインデーとして、日頃からご利用いただいている皆様へ感謝を込め

　　　　　　　て、大人５００円で入浴していただいております。
（※５月、６月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）

　　　　　(ﾊ) ポイントデーの充実

　　　　　　　　温泉に入浴された方（定期券の方及び一部イベント券の方を除く。）には、入浴１回

　　　　　　　につきポイントカードにスタンプ１個を押印して、スタンプが１０個溜まると、１回無料で

　　　　　　　入浴することができるサービスを行っております。

　　　　　　　　さらに、毎月２６日の「風呂の日」や毎月最終金曜日の「プレミアムフライデー」には、

　　　　　　　ポイント２倍に、また、１１月２６日の「いい風呂の日」には、ポイント３倍にするなど、楽

　　　　　　　しみながら入浴してもらえるようサービスの充実を図りました。
　　　　　　　（※４～６月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ポイント２倍デーを中止）

　　　　　(ﾆ) 温泉大使の委嘱

　　　　　　　　６月から、温泉大使として２名を委嘱し、毎月５日のワンコインデイや各種イベント等

　　　　　　　に参加してもらい、温泉の魅力をＰＲしてもらうとともに、ホームページやフェイスブック

　　　　　　　などSNSを利用して情報発信を行いました。

　　　　　(ﾎ) お客様アンケートの実施

　　　　　　　　利用者の満足度を把握するため、７月１７日（金）～７月３１日（金）までの間の利用者、

　　　　　　　各種催物への参加者を対象にアンケートを実施しました。寄せられた要望・意見等に

　　　　　　　対する回答を館内に掲示するとともに、可能な事項から順次、改善等に努めておりま

　　　　　　　す。

　　　　　(ﾍ) 夏休み家族ふれあい風呂体験特別企画の実施

　　　　　　　　夏休み期間中、アルプスの湯で子どもたちと家族がふれあう機会の一助とするため、

　　　　　　　８月１日（土）～８月３０日（日）までの間、保護者等と同伴で入浴する小学生以下の

　　　　　　　こども料金を「無料」としました。

　　　　　(ﾄ) 湯あがりセラピールームの充実

　　　　　　　　アルプスの湯の２階にある「湯あがりセラピールーム」では、温泉を楽しんだ後に、

　　　　　　　森林浴を体感できるアロマの香りが漂い、森林セラピー基地の自然音が流れ、四季

　　　　　　　折々の風景写真を眺めながら、心身ともにくつろいでもらえるよう、部屋の充実を図っ

　　　　　　　ております。今後さらに木漏れ日や天然水等を取り入れて、より自然でくつろぎのある

　　　　　　　空間づくりを志向しています。
（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月1日から5月31日まで一時閉鎖）

合計

　　　　　　　を受けていただいております。

　　　　　　　温泉療法士、色と香りのコーディネーターとして経験豊かな先生方の適切なアドバイス

健康おしゃれ相談温泉博士の健康相談

　　　 ・アルプスの湯顧客(利用者）増、サービス向上対策　　　　　　　　

　　　　　　　　温泉を通して地域住民の皆様の健康維持や心と体の健康意識の向上を図るため、

中止中止
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　　　　　(ﾁ) 「山の日」制定記念特別書道展

　　　　　　　　昨年度に引き続き、「山の日（８月１０日）」制定を記念して、つるぎふれあい館１階

　　　　　　　ロビーにおいて、山にちなんだ作品展示を開催しました。今回は、上市美術会書道

　　　　　　　部門の会員の皆さんが、剱岳に関係のある書１３点を８月８日（土）～８月１７日（月）ま

　　　　　　　での１０日間展示し、多くの来館者に観覧していただきました。

　　　　　(ﾘ) 割引キャンペーンの実施

　　　　　　　　消費税率の引上げに伴って、アルプスの湯においても、アルプスの湯の利用者の皆

　　　　　　　様を応援するため、引き続き、利用料金の割引キャンペーンを実施しております。

　　　　　(ﾇ) スタンプラリーの実施

　　　　　　　　２月１日（土）～６月３０日（火）まで期間、富山市温泉施設連絡協議会会員の全施設

　　　　　　　（６施設）を巡ると無料券２枚を進呈する「スタンプラリー」を実施しました。

（※新型コロナウイルス感染症拡大防止による一時休業のため、実施期間を１月延長）

　　　　　(ﾙ) アルプスの湯だよりの発行

　　　　　　　　７月１２日開催の「寺崎美幸ロビーコンサート」の開催など、アルプスの湯のイベント

　　　　　　　や割引サービス等の情報を広く皆様に発信するため、「アルプスの湯だより」を発行

　　　　　　　することとしました。

　　　　　(ｦ) 会員カードの発行

　　　　　　　　９月１日から一部の定期券で入浴されている方に会員カードによる利用を試行してい

　　　　　　　ただき、１０月１日から定期券で入浴されてい方全員に会員カードを発行するとともに、

　　　　　　　その他の入浴者への拡大や回数券、割引券等の利用サービスも管理できるよう随時

　　　　　　　切り替えを進めていくこととしております。

　　　　　(ﾜ) 年始の干支タオル等の配布

　　　　　　　　新年の門出をお祝いし、営業開始となる１月２日、３日の両日、入浴された方に干支

　　　　　　　入りタオル（小人にはお菓子）の粗品を進呈しました。

　　　　　　◇アルプスの湯企画運営懇話会の開催

　　　　　　　　新しい健康づくりを目指して新時代にふさわしい健康拠点として健康・交流機能の

　　　　　　　充実を図るため、「アルプスの湯企画運営懇話会」を１０月１５日（木）に開催して専門

　　　　　　　的な見地からの幅広いご意見、ご提言をいただきました。

　　　　　(ｲ) ワンコイン月間の実施

　　　　　　　　アルプスの湯の開館を記念し、日頃からご利用いただいている皆様への感謝を込

　　　　　　　めて、８月をワンコイン月間として、大人５００円で入浴していただきました。

　　　　　(ﾛ) 絵本読み聞かせの実施

　　　　　　　　８月１日（土）～２日（日）までの２日間、上市図書館から出張していただいて、アルプ

　　　　　　　スの湯２階ロビーにおいて、大型絵本の読み聞かせを行いました。

令和２年１０月１５日（木）

協　　議　　事　　項　　等

　　　 ・アルプスの湯開館２２周年事業　　　　　　　　

期　　　　　　日

・Withコロナでの施設運営について
　　新型コロナウイルス感染拡大防止対策
　　新型コロナウイルスの影響と対応
・アルプスの湯の魅力づくりについて
・アルプスの湯お客様アンケート
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　　　　　(ﾊ) 開館記念感謝デーの実施

　　　　　　　　８月１日の開館の日を記念して、８月１日（土）～２日（日）までの２日間、アルプスの湯

　　　　　　　ご利用の皆様に温泉大使から粗品をプレゼントしました。

　　　　　(ﾆ) 「いい風呂の日」のラジオ生中継

　　　　　　　　１１月２６日（木）の「いい風呂の日」に、アルプスの湯１階ロビーからＫＮＢラジオ「でる

　　　　　　　ラジ」を生中継し、視聴者の皆さんにお風呂の魅力をたっぷりと紹介しました。

　　　　　　　　併せて、視聴者の皆さんに抽選で入浴券をプレゼントしました。

　　　　温泉健康ウォークでは、今年度２回の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感

　　　染症拡大防止のため、第１回（６月１０日（水）予定）を中止しました。

　　　　第２回は、１０月２３日（金）に西種三角山～大岩花の家散策コース（雨天のため、西種三

　　　角山登山を中止し、白萩南部公民館で民具資料の見学）を散策してもらい、健康ウォークと

　　　温泉入浴を組み合わせた、楽しみながら心と身体の健康づくりを体験しました。

　　　　また、片貝仁子の「ぽかぽかふれあい塾」も６回コースで２月から実施しました。

　　　　　　　　 開　催　場　所 開催回数 参加人数 １回当たり前年対比

 西種三角山散策コース 0人 

三角山～花の家散策コース 1回 27人 

小計 1回 27人 90.0% 

コミュニティプラザ (火） 36回 421人 95.8% 

コミュニティプラザ (水・金） 82回 1,560人 90.4% 

コミュニティプラザ （木） 40回 749人 88.9% 

コミュニティプラザ (土） 37回 774人 90.4% 

コミュニティプラザ (金） 6回 80人 67.9% 

282回 5,087人 

（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月10日から5月31日まで一時休止）

　　　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国県町の対策に基づき、状況に応じて適宜

　　　　対応しました。
月　日 月　日

4月1日

4月7日 4月7日

4月8日
4月10日

4月14日

4月16日 4月16日
4月21日

4月22日

  ⑤新型コロナウイルス感染症の拡大防止の動き

計

１･２階休憩室閉鎖、サウナ
制限（同時４名）、健康教室
休止、２階食堂時間短縮（～
14時）

太極拳

コミュニティプラザ(火･土･日）

県感染防止協力

県休業要請

特別警戒都道府県（13）
宣言全国に拡大
県緊急事態措置

サウナ閉鎖

営業時間短縮
（10～12時、16～19時）

エアロビクス

温泉等の対応

休憩室座卓削減

セラピールーム閉鎖、サウナ
制限（同時８名）、演芸休止

緊急事態宣言（～5/6）

２階食堂休業

　　　　地域住民の心と身体の健康意識の向上と自発的な活動を促進するため、健康づくりの実

　　　践の機会と場所を提供し、施設の利用増進に努めております。

  ④健康づくり事業

ふれあい健康体操

ぽかぽかふれあい塾

ソフトエアロビクス

国・県の対策

事　　　　　業

温泉健康ウォ—ク

ふれあいヨーガ教室 80回 1,476人 129.8% 

中止

4月17日
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4月29日

5月4日

5月5日

5月14日

5月15日

5月26日

5月29日
6月2日

6月9日

6月16日

7月11日

8月1日 開館時間延長の中止

8月11日

8月19日
9月1日

12月25日

1月8日

1月13日

1月18日

2月8日

2月15日

3月1日

　　　 ・感染予防対策の取組

　　　　　新型コロナウイルス感染症拡大を防止するための取組を実施するとともに、利用者の皆様

　　　　に協力をお願いしております。

 ・ 従業員の検温の毎日実施  ・ 入館時の手指消毒、検温

 ・ 従業員のマスク着用  ・ マスクの着用

 ・ 消毒液の配置  ・ 大声での会話の自粛

 ・ 触手箇所の消毒・清掃の徹底  ・ 発熱等体調不良時の利用自粛

 ・ 定期的な室内換気の実施

 ・ 間隔を確保した設備使用

 ・ 顔認証サーモグラフィー装置の設置

 ・ 空気清浄機(除菌脱臭機能)の設置

 ・ 換気窓（引き違い窓）への改装

１･２階休憩室・セラﾋﾟ－ルーム
再開、サウナ再開（同時４名）

２階食堂再開（～14時）

換気状態実地調査
（富山産業保健支援センター）

富山アラート解除

建物・施設・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境

県緊急事態措置延長

宣言延長（～5/31）

温泉休業（～5/31）

演芸再開

富山アラート発令

県要請基準緩和（ｽﾃｰｼﾞ1）

39県緊急事態宣言解除

県要請基準緩和（ｽﾃｰｼﾞ2）

銭湯入浴拡大（全体）、売店
再開、健康教室再開

銭湯のみ再開（利用券限定）

確保に努めております。

利用者への協力事項実施した取組事項

　　　　　　　　面　　　積　：　公園面積　　２０ha

県時間短縮要請（21時まで）

宣言拡大（11都府県）

県要請基準引上げ（ｽﾃｰｼﾞ2）

県要請基準緩和（ｽﾃｰｼﾞ1）

（２）丸山総合公園

緊急事態宣言（～2/7）

富山アラート発令

1県緊急事態宣言解除

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町堤谷１１－５番地

  ①施設管理事業      

6府県緊急事態宣言解除

4都県宣言延長（～3/21）
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　　　 丸山総合公園利用実績

２年度 元年度 利用対比

16,091人 33,614人 47.9% 

4,479人 10,482人 42.7% 

2,474人 3,583人 69.0% 

2,132人 4,373人 48.8% 

1,969人 3,416人 57.6% 

336人 1,054人 31.9% 

672人 709人 94.8% 

9,709人 10,490人 92.6% 

37,862人 67,721人 55.9% 

（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月14日から5月17日まで一時休園）

  ②施設運営事業

２年度 元年度 ２年度 元年度 利用対比

7件 12件 1,914人 6,169人 31.0% 

20件 42件 3,922人 10,161人 38.6% 

132件 195件 1,536人 3,440人 44.7% 

8件 8件 583人 538人 108.4% 

7件 7件 428人 877人 48.8% 

174件 264件 8,383人 21,185人 39.6% 

（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月14日から5月17日まで一時休館）

　　　　　　◇北アルプス文化センター企画・運営懇話会の開催

　北アルプス文化センターの、今後、さらなる活用方策等を総合的に検討していくた

め設置しております「北アルプス文化センター企画・運営懇話会」を、７月１４日（火）

に開催し、幅広くご意見・ご提言をいただきました。

利　　用　　者　　数
施　　設　　名

努めております。

バーベキュー広場

野球場

・R元年度懇話会の概要報告について
・R元年度自主事業等実施状況について
・R元年度利用者数について
・R2年度自主事業等実施計画について
・近年の改善点について
・その他

利　 用　 件　 数

期　　　　　　日

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町法音寺１番地

令和２年　７月１４日（火）

自主事業

  ②施設運営事業

貸館事業

計

協　　議　　事　　項　　等

美術展

北ｱﾙﾌﾟｽ吹奏楽団・合唱団等

文化祭

利　　用　　者　　数

人工芝・芝生広場

（３）北アルプス文化センター

計

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　４，３４９．７８ ㎡

屋内多目的広場

総合体育館

テニスコート

多目的広場

建物・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境確保に

ランニング走路

  ①施設管理事業
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  ③自主事業

入場者数

0人 

0人 

94人 

496人 

0人 

170人 

450人 

265人 

76人 

216人 

※なお、７月１２日及び１月１７日開催の「寺崎美幸ロビーコンサート」は、アルプスの湯におい

　 て公演しました。

  ④芸術文化振興事業　

　　　　　　◇芸術文化振興事業関係打合せ会の開催

　今年度の町美術展及び町文化祭の開催期日、開催場所、応募規格その他必要事

項について、関係団体と協議しました。

　　　　展示しました。

２年度 元年度 前年対比

絵画 25点 33点 75.8% 

彫刻・工芸 18点 12点 150.0% 

書 9点 10点 90.0% 

写真 31点 26点 119.2% 

計 83点 81点 102.5% 

25点 26点 96.2% 

583人 538人 108.4% 

　　　　　　 ※ 町展大賞、町展賞、若葉賞の受賞作品合わせて１２点を９月９日（火）～１５日（水）までの

　　　　　　　　 ９日間、つるぎふれあい館１階ロビーに展示し、多くの来館者に観覧していただきました。

令和２年　７月　９日(木)
　　　　　 中　止

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部
特別演奏会

小学校団体鑑賞会

備考

(出演) 　梅沢富美男一座

(内容) 　ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「オズの魔法使い」

審査対象作品出展数

入場者数

開催期間

令和３年　１月１７日(日)

招待作品等の出展数

　　　　・町美術展を開催し、町在住者、出身者及び在勤者の美術作品や創作した作品を一堂に

中学校団体鑑賞会 (内容) 　地球のステージ

県文化ホール出前公演開催事業

寺崎美幸ロビーコンサート

開館３５周年記念事業

第３０回北アルプス音楽祭

(2) 令和２年度上市町文化祭について
　・応募要項（案）について
　・その他

 令和２年8月30日(日）
　　　　　～　9月 6日(日）

　　　　＜ 8 日 間 ＞

(出演) 　内山太一,節子,北ｱ吹奏楽
団,北ｱ混合合唱団,上市女声合唱
団、福井直秋氏音楽研究会等

(出演) 　東国原英夫

備　　　　　　考

令和２年　５月　３日(日)
　　　　　 中　止

(出演) 　ﾐｭｰｼﾞｶﾙ
　　　　　「ピーターパンとウェンディ」

期　　　　　　日

保育所団体鑑賞会

令和２年　７月１２日(日)

令和２年　９月１３日(日)
　　　　地域貢献事業

(出演) 　寺崎美幸、風の会

期　　　　　　日 事　　　　業　　　　名

令和２年１１月１１日(水)
　　　　地域貢献事業

令和２年１１月　５日(木)
　　　　地域貢献事業

(出演) 　大阪桐蔭高等学校吹奏楽
部

令和２年１２月　６日(日)
　　　　地域貢献事業

令和２年１０月　４日(日)
　　　　　 中　止

開館３５周年記念事業

梅沢富美男劇団公演

県文化ホール出前公演開催事業

寺崎美幸ロビーコンサート
(出演) 　寺崎美幸、風の会

開館３５周年記念事業

文化講演会

部門

開館３５周年記念事業

民謡・お笑いライブｉｎかみいち

(1) 第３４回上市町美術展（町展）について
　・応募要項（案）について
　・審査員及び運営委員の推薦について
　・その他

(出演) 　原田直之、山本謙司、寺崎
美幸、西川のぼる、小寅、母心

令和２年　６月　５日（金）

協　　議　　事　　項　　等

令和３年　３月１４日(日)
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　　　　　また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、保育所、小・中学校からの出展が中止と

　　　　なったほか、併せて盆栽展が中止となりました。

２年度 元年度 前年対比

招待・一般 103 105 98.1% 

幼児 0 75 0.0% 

児童・生徒 0 322 0.0% 

計 103 502 20.5% 

0 29 0.0% 

(0) (6) (0.0%)

22 28 78.6% 

612人 2,640人 23.2% 

建物・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境確保に

努めております。

  ②施設運営事業

２年度 元年度 ２年度 元年度 利用対比

年      間 265日 309日 413人 912人 45.3% 

(１日平均) ( 1.6人) ( 3.0人) ( 53.3%)

（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月14日から5月31日まで一時休館）

　　　　　　　　柿沢コミュニティセンターにおいて、陶芸教室､木版画教室､工作教室、　柿沢コミュニティセンターにおいて、陶芸教室､工作教室、ステンドグラス教室が開

催されております。

（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月14日から5月31日まで一時休講）

入場者数

  ①施設管理       

 令和２年10月28日(水）
　　　　　～　11月3日(火）

　　　　＜ 7 日 間 ＞

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　９１５．８０ ㎡

建物・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境確保

  ③コミュニティ活動事業

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　１，４５９．５９ ㎡

営　 業　 日　 数 入　　館　　者　　数

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町法音寺１５－５番地

（５）上市町文化研修センター

に努めております。

作品出展数（点）

盆栽展の出展数

　　　　・町文化祭(美術展・生花展）を開催し、一般の幅広い作品を一堂に展示しました。

備考

（４）弓の里歴史文化館

開催期間

生花展の出展数

（うち児童・生徒）　

  ①施設管理事業       

出品者
（美術展）

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町舘１８２番地
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  ②施設運営事業

２年度 元年度 利用対比

年　　間 2,173人 7,233人 30.0% 

（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月14日から5月17日まで一時休館）

　※(  )内数値は、令和元年度同期  計：148(258)回 <57.4%>

　　　　　　　　研修会：15(22)回、総会・会議：31(30)回、商品販売：36(30)回、

　　　　　　　　サークル活動：48(101)回、懇親会：2(40)回、その他：16(35)回

利　　用　　者　　数
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【理事会】

会議名

第１回 議案第１号　

　理事会 議案第２号　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案第３号　　　　　　　　　　　　　　　　　役員（理事、監事）候補者の評議員会への推薦につ

いて

議案第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　定時評議員会の招集について

報 告 事 項

第２回

（書面決議）

第３回 議案第６号　

　理事会 議案第７号　臨時評議員会の開催について

報 告 事 項 令和２年度業務状況報告について

　（令和２年９月３０日現在）

第４回

（書面決議）

第５回 議案第10号　

　理事会 議案第11号　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案第12号　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員会の招集について

報 告 事 項

第６回

（書面決議）

【評議員会】

会議名

第１回 議案第１号　

　 評議員会 議案第２号　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案第３号　　　　　　　　　　　　　　　　　役員（理事、監事）の選任について

報 告 事 項

第２回

（書面決議）

第３回

（書面決議）

第４回 議案第６号　令和３年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

　 評議員会 議案第７号　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年度補正予算（第３号）について

報 告 事 項

第５回

（書面決議）

施設の利用状況について

提出日
令和3年3月25日
議決年月日
令和3年3月25日

令和３年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

件　　　　　　　　　　　　　　名

議決年月日
令和2年5月27日

臨時評議員会 議案第８号 役員の辞任に伴う補欠選任について
議決年月日
令和3年3月26日

支出計画実施報告書について

令和元年度事業報告及び決算報告並びに公益目的

提出日
令和3年3月26日

令和3年3月24日

令和2年5月27日

令和２年度補正予算（第2号）専決処分について

件　　　　　　　　　　　　　　名

臨時理事会 議案第５号 理事長及び常務理事の選定について

令和元年度補正予算（第2号）専決処分について

提出日
令和2年5月27日

提出日及び議決年月日

令和2年5月12日

施設の利用状況について

役員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦について

臨時評議員会の開催について

提出日及び議決年月日

臨時評議員会 議案第５号

令和元年度事業報告及び決算報告並びに公益目的

業務状況報告及び施設の利用状況について

支出計画実施報告書について

議案第13号

議案第９号 臨時評議員会の開催について

提出日
令和2年12月17日

提出日
令和2年12月16日

施設の利用状況について

令和２年度補正予算（第１号）専決処分について

令和2年10月20日

議案第14号

令和２年度補正予算（第２号）専決処分について

令和元年度補正予算（第2号）専決処分について

提出日
令和2年10月20日

臨時評議員会 議案第４号 令和２年度補正予算（第1号）専決処分について
議決年月日
令和2年12月21日

議決年月日
令和2年12月21日

議決年月日
令和2年12月16日

臨時理事会

臨時理事会

議案第８号

令和3年3月5日
令和２年度補正予算（第３号）について

２．理事会及び評議員会の開催
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