平成 30 年度

事業報告

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

１．事業の状況報告
(1)事業目的別実績比率
公益目的事業１＝91％ 公益目的事業２＝3％ その他の事業＝6％
(2)施設の貸与
Ａ．盡性園 ・稼働日数＝327 日 ・使用延べ人数＝28,880 人(前年比 98％)
① 千代田区立九段中等教育学校(部活動・合宿)：5,842 人<構成比 20％>
② 教育団体（公立／私立高校等）主として部活動・合宿：15,030 人<構成比 52％>
③ 青少年団体 野球・サッカーチーム：3,871 人<構成比 14％>
④ 一般サークル団体：4,137 人<構成比 14％>
＜地域との関係＞
① 稲城市との協力(災害時における協力体制・教育委員会・消防本部等)
② 稲城市周辺団体への施設利用実績：3,612 人<構成比 13％>
Ｂ．至大荘 ・利用日数＝31 日 ・使用延べ人数＝3,306 人(前年比 116％)
① 千代田区立九段中等教育学校至大荘行事・合宿：1,254 人<構成比 38％>
② 都内児童養護施設：687 人<構成比 21％>
③ 親子の臨海体験：306 人<構成比 9％>
④ 一般宿泊希望者：1,059 人(菊友会 186 人含む)<構成比 32％>
Ｃ．施設別 収入実績／前年比
＊盡性園 1,111 万円 (前年比 123％) うち合宿 686 万円(前年比 124％)
＊至大荘 1,023 万円 (前年比 121％)
合 計 2,134 万円 (前年比 122％)
(3)施設・設備の整備・拡充
Ａ．盡性園の施設整備
①オムニコート部分補修(6 月)
②グラウンドトイレ下水道配管整備(6 月)
③野球場内野補修工事(10 月)
④年間植栽整備（4～12 月)
Ｂ．至大荘の施設整備
①観海亭 通路階段整備(6 月)
②風呂場カラン及びシャワー栓交換(6 月)
③嶽えい寮 足洗い場にシャワー設置(6 月)
④厨房排風機及びダクト入替工事(7 月)
２．会員に関する情報
平成 31 年 3 月 31 日現在の会員数：916 名（正会員 422 名・賛助会員 494 名）
＜内訳＞
・千代田区立九段中等教育学校保護者 700 名（正会員 260 名・賛助会員 440 名）
・千代田区立九段中等教育学校教職員 23 名（正会員 11 名・賛助会員 12 名）
・第一東京市立中学校、東京都立九段中学校、東京都立九段高等学校、千代田区立九段中等
教育学校の卒業生と保護者他 193 名（正会員 151 名・賛助会員 42 名）
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３．理事会・社員総会に関する報告
審議事項
1. 平成 29 年度事業報告及び収支決算承認の件
2. 第 7 回社員総会招集の件
3. 新任理事候補者承認の件
第 23 回 理事会
平成 30 年 5 月 15 日(火)

第 7 回 社員総会
平成 30 年 6 月 22 日(金)

第 24 回 理事会
平成 30 年 6 月 22 日(金)

第 25 回 理事会
平成 30 年 11 月 16 日
(金)

報告事項
(1)債券約定報告
(2)盡性園グラウンド汚水排水設備改修工事について
(3)会員の状況について
(4)代表理事・業務執行理事の職務執行状況報告
報告事項
(1)平成 30 年度事業計画及び収支予算
(2)平成 29 年度事業報告
決議事項
1.平成 29 年度収支決算承認の件
2.理事 2 名選任の件

承認
承認

審議事項
1.代表理事選定の件
2.副理事長・常務理事選定の件
3.事務局職員定年制導入について
4.役員の報酬額について

承認
承認
承認
承認

報告事項
(1)平成 30 年度上半期事業報告
(2)平成 30 年度上半期収支報告
(3)債券約定報告
(4)代表理事・業務執行理事の職務執行状況報告
(5)台風被害状況及び保険補償状況について
審議事項
1.基本財産(定期預金)取り崩し承認の件
2.至大荘一般宿泊者の利用資格について

第 26 回 理事会
平成 31 年 3 月 14 日(木)

承認
承認
承認

承認
保留

報告事項
(1)平成 30 年 4～12 月事業報告
(2)平成 30 年度収支決算見込について
(3)代表理事・業務執行理事の職務執行状況報告
審議事項
1.2019 年度事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件
2.2019 年度資金運用管理方針承認の件
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承認
承認

平成 30 年度事業報告 附属明細書
（平成 30 年 4 月１日～平成 31 年 3 月 31 日）

・特記事項なし。

