
平成24年度

財団法人上田市地域振興事業団

第　28　期

一般財団法人上田市地域振興事業団

事業実績及び決算報告書



議案第6号　平成24年度事業実績及び決算報告書

平成24年度　一般・特別会計収支計算書

武石森林公園マレットゴルフ場特別会計収支計算書

雲渓荘特別会計収支計算書

一般会計収支計算書

マルチメディア情報センター特別会計収支計算書

鹿教湯健康センター特別会計収支計算書

ふれあいさなだ館特別会計収支計算書

農林漁業体験実習館特別会計収支計算書

喫茶事業特別会計収支計算書

鹿月荘特別会計収支計算書

目　　　　　次

 55

 63

 69

 37

事業実績報告書

決算報告書

平成24年度　監査報告書  119

 1

 73

 77

 95

 91

 85

 81

 99

 103

練馬区立武石少年自然の家本館特別会計収支計算書

練馬区立武石少年自然の家新館特別会計収支計算書

 115

 107

 111

巣栗渓谷緑の広場特別会計収支計算書

番所ヶ原スキー場特別会計収支計算書

うつくしの湯特別会計収支計算書



１　事　業　概　要

（１）総括
○

○

○

○

（２）事業内容

① 指定管理業務

・ 上田創造館 （上田地域広域連合）

・ 技術研修センター （上田市）

・ 農林漁業体験実習館 （上田市）

・ 鹿月荘 （上田市）

・ 鹿教湯健康センター （上田市）

・ ふれあいさなだ館 （上田市）

・ 武石森林公園マレットゴルフ場 （上田市）

・ 雲渓荘 （上田市）

・ 練馬区立武石少年自然の家（本館・新館） （練馬区）

・ 巣栗渓谷緑の広場 （上田市）

・ 番所ヶ原スキー場 （上田市）

・ うつくしの湯 （上田市）

② 受託業務

・ こども未来２１事業（今年度で受託終了） （上田地域広域連合）

・ 地域情報化業務 （上田市）

・ ネットワーク管理業務 （上田市等）

・ 行政情報処理業務 （上田市、上田地域広域連合等）

・ 緑地管理業務（今年度で受託終了） （上田市）

・ 依田窪プール管理業務（今年度で受託終了） （上田市）

・ 保育園給食調理業務 （上田市）

・ 庁内車両集中管理業務（今年度で受託終了） （上田市）

平成２４年度は、合併後初めての通年予算となりました。４地域の特徴を活かしながら、
新生上田市地域振興事業団の第一歩を踏み出しました。さらに、新しく行政の情報処理業
務を受託し、１２施設の指定管理、８事業の業務を受託し、地域住民の文化の向上と福祉
の増進に関する事業を実施し、地域社会の発展に寄与してきました。

臨時の理事会を開き、新たな定款を検証、作成し、今後の上田市地域振興事業団の方向性
を明確にし、地域住民の福祉の増進を図るため、地方公共団体等が設置する公共施設の受
託管理等を行い、地域社会の発展に寄与することを目的とする法人として、新たに出発す
ることとしました。

また、資産の整理としては、上田市へ現金２億円と一部の建築物の寄附を行うことによ
り、スリム化した一般財団法人上田市地域振興事業団として、新たにスタートすることと
なりました。

一方、平成２５年度の一般財団法人への移行のため、既存の事業の整理や資産の整理など
を行い、準備を進めました。
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２　理事会、評議員会等に関する事項

（１）理 事 会

開催日（議決日） 議　　　　　　　　　　　　題 結　果

平成24年4月1日 議案第19号 常務理事の選任について 可　決

平成24年5月29日 議案第20号 平成23年度　事業実績報告 可　決

議案第21号 平成23年度　決算報告

議案第22号 一般財団法人への移行に伴う最初の評議員の選任方法について

平成24年10月26日 議案第23号 平成24年度　一般会計補正収支予算(第1号） 可　決

議案第24号 平成24年度　情報事業特別会計補正収支予算（第1号）

議案第25号 平成24年度　農林漁業体験実習館特別会計補正収支予算（第1号）

議案第26号 平成24年度　喫茶事業特別会計補正収支予算（第1号）

議案第27号 平成24年度　鹿月荘特別会計補正収支予算（第1号）

議案第28号 平成24年度　鹿教湯健康センター特別会計補正収支予算（第1号）

議案第29号 平成24年度　ふれあいさなだ館特別会計補正収支予算（第1号）

議案第30号 平成24年度　武石森林公園マレットゴルフ場特別会計補正収支予算

　　　　　　　　　　　 （第1号）

議案第31号 平成24年度　雲渓荘特別会計補正収支予算（第1号）

議案第32号 平成24年度　練馬区立武石少年自然の家本館特別会計補正収支予算

　　　　　　　　　　　 （第1号）

議案第33号 平成24年度　練馬区立武石少年自然の家新館特別会計補正収支予算

　　　　　　　　　　　 （第1号）

議案第34号 平成24年度　巣栗渓谷緑の広場特別会計補正収支予算（第1号）

議案第35号 平成24年度　番所ヶ原スキー場特別会計補正収支予算（第1号）

議案第36号 平成24年度　うつくしの湯特別会計補正収支予算（第1号）

平成24年12月19日 議案第37号 一般財団法人上田市地域振興事業団定款の変更について 可　決

議案第38号 最初の評議員選定委員会の設置運営規則について

議案第39号 最初の評議員選定委員の選任について

議案第40号 最初の評議員の推薦について

議案第41号 一般財団法人移行に伴う残余財産相当額の清算について

平成25年3月27日 議案第1号　平成24年度　一般会計補正収支予算（第2号） 可　決

議案第2号　平成24年度　情報事業特別会計補正収支予算（第2号）

議案第3号　平成24年度　農林漁業体験実習館特別会計補正収支予算（第2号）

議案第4号　平成24年度　喫茶事業特別会計補正収支予算（第2号）

議案第5号　平成24年度　鹿月荘特別会計補正収支予算（第2号）

議案第6号  平成24年度　鹿教湯健康センター特別会計補正収支予算（第2号）

議案第7号  平成24年度　ふれあいさなだ館特別会計補正収支予算（第2号）

議案第8号  平成24年度　雲渓荘特別会計補正収支予算（第2号）

議案第9号  平成24年度　練馬区立武石少年自然の家本館特別会計補正収支予算

　　　　　　　　　　　 （第2号）

議案第10号 平成24年度　練馬区立武石少年自然の家新館特別会計補正収支予算

　　　　　　　　　　　 （第2号）

議案第11号 平成24年度　番所ヶ原スキー場特別会計補正収支予算（第2号）

議案第12号 平成24年度　うつくしの湯特別会計補正収支予算（第2号）
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開催日（議決日） 議　　　　　　　　　　　　題 結　果

議案第13号 平成25年度　事業計画 可　決

議案第14号 平成25年度　収益事業等会計収支予算

議案第15号 平成25年度　法人会計収支予算

（２）評 議 員 会

開催日（議決日） 議　　　　　　　　　　　　題 結　果

平成25年3月25日 議案第4号　理事、監事の選任について 可 決

議案第1号　平成25年度　事業計画

議案第2号　平成25年度　収益事業等会計収支予算

議案第3号　平成25年度　法人会計収支予算

（３）最初の評議員選定委員会

開催日（議決日） 議　　　　　　　　　　　　題 結　果

平成25年3月25日 議案第1号　最初の評議員の選任について 可 決
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３　一般財団法人移行に関する事項

（１）一般財団法人に移行に関する手続き等

（２）一般財団法人に移行に伴う残余財産相当額の清算

①現金の寄附

上田市へ２億円寄附

②固定資産の寄附

プレハブ格納庫（農林漁業体験実習館）

足湯等（鹿教湯健康センター）

喫茶店、売店等（巣栗渓谷緑の広場）

宿泊棟等（雲渓荘）

平成23年度末帳簿価額　総額8,554,128円

一般財団法人移行に伴う最初の評議員の選定方法について（承認）

一般財団法人移行の概要について（説明）平成24年5月29日

期日

理事会

会議名等 内容等

平成24年6月8日 長野県へ申請 最初の評議員の選任に関する理事の定めについて（申請）

平成24年6月13日 長野県から認可 最初の評議員の選任に関する理事の定めについて（認可）

（平成24年11月8日） 上田市市政経営会議（参考） 上田市地域振興事業団について

平成24年12月19日 臨時理事会 一般財団法人上田市地域振興事業団定款の変更について（承認）

最初の評議員選定委員会の設置運営規則について（承認）

最初の評議員選定委員の選任について（承認）

一般財団法人移行に伴う残余財産相当額の清算について（承認）

平成24年12月25日 長野県へ申請 移行認可申請書（申請）

（平成25年1月17日） 上田市部長会議（参考） 上田市地域振興事業団について

平成25年2月7日 長野県 移行認可申請書（諮問）

平成25年2月21日 長野県公益認定等審議会 移行認可申請書（答申）

平成25年3月22日 長野県から認可 移行認可申請書（認可）

平成25年3月25日 最初の評議員選定委員会 最初の評議員の選任（承認）

評議員会 理事、監事の選任（承認）

平成25年3月27日 理事会 一般財団法人移行認可について（報告）

平成25年4月1日 法務局 一般財団法人設立登記
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