
第１ 監査の対象 

 

 公益財団法人春日井市スポーツ・ふれあい財団（以下「スポーツ・ふれあい財団」

という。) 

 

第２  監査の期間 

 

令和２年 10 月 28 日から令和３年１月 14 日まで 

 

第３ 監査の方法 

 

スポーツ・ふれあい財団における出納その他の事務が関係法令等に基づき適正に行

われているかについて、春日井市監査基準に準拠し、主として令和２年度の関係書類

を調査するとともに、関係職員から説明の聴取及び現地調査を行った。 

なお、監査は次のとおり主な着眼点を設定し、対象となる事項について調査を行っ

た。 

 １ 所管課に関する事務 

  (1)  出資による権利は財産台帳に登録され、決算書類に適正に表示されているか。 

(2)  出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指導監督を行っているか。 

 ２ スポーツ・ふれあい財団に関する事務 

  (1)  定款、経理規程等の諸規程は整備されているか。 

(2)  出資目的に沿った事業運営が行われているか。 

(3)  経営成績及び財政状態は良好か。 

(4)  会計経理及び財産管理は適切か。 

(5)  資金の運用は適切で、経費節減は図られているか。 

(6)  関係帳票の整備・記帳及び領収書等の証拠書類の整備・保存は適切か。 

 

第４  監査の結果 

 

スポーツ・ふれあい財団は、出資目的に沿って事業が運営され、調査を行った事項

はおおむね適正に執行されていると認めた。



第５ スポーツ・ふれあい財団の概要 

 

１ 概況 

(1) 設立目的 

      スポーツ・ふれあい財団は、広くスポーツ、野外・自然体験活動、勤労者福祉、

都市緑化の振興・普及啓発等に資する事業を行い、春日井市民の生涯にわたる心身

の健全な発達と豊かな人間性の形成を涵養し、健康で活力に満ちた明るい日常生活

の実現に寄与することを目的とする。 

 (2)  組織（令和２年 10月１日現在） 

   ア 理事会（理事長１名、副理事長１名、常務理事１名、理事７名）、監事２名 

    イ 評議員会（評議員７名） 

  ウ 職員数 182 名  

（市派遣職員１名、正規職員 52名、嘱託職員 20名、臨時職員 109 名） 

(3) 事業内容  

ア 体育施設、社会教育施設等を活用したスポーツ、教養向上等の機会と場の提供

に関する事業 

イ 緑化に関する講習会、展示会等の開催に関する事業 

ウ 公園、緑地等の保全を通じた緑豊かな生活環境の提供に関する事業 

エ その他目的を達成するために必要な事業 

オ 体育施設、社会教育施設等の公益目的事業以外の貸与その他管理運営に関する

事業 

カ その他公益目的事業の推進に資する事業 

   (4) 市との関係 

  昭和 39 年５月に潮見坂墓園の管理等を目的として財団法人春日井市開発公社が

設立され、基本財産の 100 万円は、本市が全額を出捐している。 

その後、平成 18 年４月に春日井市社会・スポーツ振興協会及び春日井市公園緑地

協会を統合し、名称を財団法人春日井市市民サービス公社に変更する。平成 18年度

から勤労福祉会館、総合体育館及び温水プール、平成 23年度からは新たに市民球場

の指定管理者となっている。また、平成 22 年度に安定した財務状況を確保するため、

新たに本市が 200 万円を出捐し、基本財産は 300 万円となっている。 



 

平成 25 年４月に、公益財団法人への移行に伴い、名称を公益財団法人春日井市ス

ポーツ・ふれあい財団に変更する。また、平成 25年度から落合公園体育館の指定管

理者となっている。 

 

２ 事業状況（令和元年度） 新型コロナウイルス感染症対策等により事業の中止や施設の閉鎖あり。 

(1) スポーツ振興事業に関する事項 

   ア 生涯スポーツ教室事業 

(ｱ) 総合体育館 

ａ エアロビクス、健康運動、小学生スポーツ、幼児体操部門 

・対象者 一般、年少・年中・年長、小学生 

・延回数 1,009 回、延受講者数 29,914 人 

(ｲ) 落合公園体育館 

     ａ 小学生スポーツ、幼児体操部門 

      ・対象者 年少・年中・年長、小学１・２年生 

・延回数 27回、延受講者数 593 人 

(ｳ) 温水プール 

ａ 水泳、水中運動部門 

・対象者 一般、小・中学生、高校生、幼児と保護者 

・延回数 491 回、延受講者数 13,346 人 

(ｴ) 朝宮公園 

     ａ 小学生スポーツ部門 

      ・対象者 小学生 

      ・延回数 ８回、延受講者数 158人 

イ スポーツレクリエーション推進事業 

(ｱ) 総合体育館 

ａ 親子で楽しむ！スポーツ教室 

 ・種目 かけっこ、フットサル 

 ・対象者 小学生とその保護者 

・参加者数 172 人 

ｂ 第 15回自然満喫！トレッキング体験・春 



 

・場所 岐阜県郡上市白鳥町 ウイングヒルズ白鳥リゾート 

・参加者数 44人 

     c  第 15回春日井フットサルフェスタ 

・参加チーム数 32 チーム 

・参加者数 314 人 

(ｲ) 温水プール 

ａ オープン記録会 

・対象者 100ｍ以上泳力のある小学生以上 

・延参加者数 669 人、延計測数 1,001 回 

ｂ 飛び込みできます！ 

・対象者 100ｍ以上泳力のある小学生以上 

・延参加者数 441 人 

ｃ 泳いでいるフォームを撮影できます！ 

・対象者 100ｍ以上泳力のある小学生以上 

・延参加者数 13 人 

ｄ リズムシンクロ＆スイミングフェスタ 

 ・対象者 25ｍ以上泳力のある小学３年生以上（リズムシンクロ） 

      25ｍ以上泳力のある小学生以上（スイミング） 

 ・参加者数 40 人 

ｅ 体験してみよう！着衣泳 

 ・対象者 小学生以上 

 ・参加者数 70 人 

ｆ 親子で作って、遊ぼう「お魚ロボット」 

 ・対象者 小学生とその保護者 

 ・参加者数 40 人 

ｇ 飛び込みをマスターしよう！ 

 ・対象者 100ｍ以上泳力のある小学生以上 

 ・参加者数 36 人 

ｈ サンフロッグ杯 45 分間耐久リレー 

・対象者 小学生以上の３～５人のチーム 



 

・参加チーム数 21 チーム、参加者数 105人 

     ｉ 萩原智子杯水泳競技大会 in 春日井兼サンフロッグ春日井水泳競技大会 

      ・対象者 愛知県内の小学生 

      ・参加者数 880人 

   ウ スポーツ観戦事業 

    (ｱ) 日本ハンドボールリーグ春日井大会 

     ・観戦者数 1,300人 

(ｲ) Ｂ３リーグ 2019-20春日井大会（バスケットボール） 

  ・観戦者数 1,990 人 

エ 地域運動推進事業 

(ｱ) 運動指導事業 

・依頼元 市社会福祉協議会始め 18 団体 

・事業名 シニア運動セミナー等 

・場所 福祉の里等 

・延回数 641 回、延受講者数 21,020 人 

(ｲ) 地域ふれあい運動教室 

・場所 味美ふれあいセンター始め８施設 

・対象者 一般 

・延回数 44回、延受講者数 981 人 

(ｳ) 出張スポーツ講座 

・依頼団体数 76 団体 

・延出張回数 358回、延受講者数 8,520 人 

オ トレーニング指導・教室事業 

(ｱ) トレーニング指導(トレーニング室個人利用) 

・利用者数 113,820 人(うち新規登録者数 3,144 人)  

(ｲ) ビギナー、ダイエット、測定、ショートプログラム 

・対象者 トレーニング会員、一般 

・延回数 313 回、延受講者数 736 人 

   カ スポーツ情報誌発行事業 

    (ｱ) Do！Sports かすがい！の発行 



 

     ・発行部数 各 3,000 部（年４回発行） 

キ 自宅で運動推進事業（運動用オリジナルＤＶＤの販売） 

ク  スポーツ応援事業 

    (ｱ) 第 69 回愛知県高等学校優勝野球大会 県大会 

・会場 市民球場 

・試合数 １回戦４試合 

    (ｲ) 第 101 回全国高等学校野球選手権 愛知大会 

・会場 市民球場 

・試合数 19試合（１回戦６、２回戦７、３回戦４、４回戦２試合） 

(ｳ) 第 90回都市対抗野球大会 

  ・会場 東京ドーム（１日間、バス２台） 

  ・参加者数 53人 

(ｴ) 第 72回愛知県高等学校野球選手権大会 県大会 

・会場 市民球場 

・試合数 ６試合（１回戦４、２回戦２試合） 

(ｵ) 第 38回全日本女子学生剣道優勝大会 

・会場 総合体育館 

・出場数 56大学 

(ｶ) 第 99回全国高等学校ラグビーフットボール大会 

・会場 花園ラグビー場 

・出場校 中部大学春日丘高等学校 

ケ スポーツ振興施策事業 

    (ｱ) 学校体育施設開放（小学校体育館、中学校体育館・武道場） 

     ・開放施設数 67 施設 

     ・利用団体数 490団体、利用人数 295,764 人 

    (ｲ) レクリエーションスポーツ祭 2019 

     ・場所 総合体育館 

     ・参加者数 3,159 人 

  (ｳ) 市民体育大会総合開会式 

     ・場所 総合体育館 



 

     ・参加団体数 38 団体、参加者数 850 人 

    (ｴ) いのちの教室 

  ・場所 温水プール 

  ・参加者数 46人 

(ｵ) みんなでラジオ体操会 

     ・場所 落合公園、松山小学校 

     ・参加者数 1,240人 

(ｶ) 2019ボールゲームフェスタ in かすがい 

     ・場所 総合体育館 

     ・参加者数 266 人 

 (ｷ) 水ケーション 

  ・場所 温水プール 

  ・参加者数 35 人 

(ｸ) かすがい！スポーツフェスティバル 

    ・場所 総合体育館、落合公園体育館、温水プール、市民球場、朝宮公園 

     ・参加者数 6,639 人 

    (ｹ) 水上安全法救助員Ⅰ養成講習会 

     ・場所 温水プール 

     ・延参加者数 68 人 

    (ｺ) 第 38 回学校区体育振興会交流大会 

     ・場所 総合体育館 

     ・参加団体数 132団体、参加者数 547人 

    (ｻ) 愛知県市町村対抗駅伝競走大会 

     ａ 春日井市代表選手選考会 

      ・場所 総合体育館運動広場 

      ・参加者数 41 人 

     ｂ 第 14 回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 

      ・場所 愛・地球博記念公園 

      ・参加チーム数 54 チーム（市の部 38、町村の部 16） 

・大会結果 11位（市の部） 



 

     (ｼ) 第 38 回新春春日井マラソン大会 

     ・場所 総合体育館運動広場及び周辺道路 

     ・参加者数 8,775 人（競技の部 5,180 人、ジョギングの部 3,595人） 

(ｽ) 関係団体事務局運営支援 

     ・春日井市スポーツ協会 40 団体 

・春日井市スポーツ推進委員連絡協議会 67人 

・春日井市体育振興会連絡協議会 18団体 

   コ 朝宮公園振興事業 

    (ｱ) アースデイ朝宮公園 2019 

  ・事業内容 スラックライン体験等 

  ・参加者数 758 人 

(ｲ) 時季のものづくり・体験教室 

  ・事業内容 ミニかどまつ作り、しいたけホダ木作り、剪定講習会等 

  ・参加者数 176 人 

   サ 管理運営事業 

    (ｱ) 総合体育館利用状況 

区　分
第１

競技場
第２

競技場
柔道場 剣道場 弓道場 卓球場

ﾌｨｯﾄﾈｽ
ﾙｰﾑ

幼児
体育室

会議室
運動
広場

相撲場 合　計

利用件数
(件)

1,387 985 749 885 495 14,427 1,381 1,706 732 340 50 23,137

利用人数
(人)

123,405 27,372 12,018 9,390 4,123 33,095 36,571 5,160 18,737 20,489 590 290,950
 

(ｲ) 落合公園体育館利用状況 

    ・利用件数  1,646 件（専用  1,494 件、一般開放施設利用 152 件） 

    ・利用人数 40,092 人（専用 39,940 人、一般開放施設利用 152 人） 

    (ｳ) 温水プール利用状況 

大人 小人

52,920 39,013 7,014 17,521 3,170 425 10 967 121,040 113,820 313 114,133 235,173

男性 35,037 20,223 3,643 9,853 1,912 335 - - 71,003 77,725 - 77,725 148,728

女性 17,883 18,790 3,371 7,668 1,258 90 - - 49,060 36,095 - 36,095 85,155

計 52,920 39,013 7,014 17,521 3,170 425 479 32,997 153,539 113,820 547 114,367 267,906

区　　分

プ　　　ー　　　ル

利用件数(件)

利用人数
(人)

合　計
大人 小人 幼児 シルバー

障がい者
団体 専用 計

トレーニング室

個人 専用 計

 
(注) プールは、水抜き清掃及び設備点検のため 12 月９日から１月 20 日までの期間閉鎖 



 

 (ｴ) 市民球場利用状況 

    ・利用件数 185件、利用人数 28,808人 

     (注１) 芝生エアレーション作業のため、５月７日から５月 17 日までの期間の内、９日間
閉鎖 

       (注２) 外柵工事のため、１月 27 日から２月 27 日までの期間の内、19 日間閉鎖 

   シ 維持管理事業 

    ・施設数 18 施設（朝宮公園スポーツ施設等２施設、屋外スポーツ施設 16施設） 

     (注) 朝宮公園内の競技場は、朝宮公園整備工事に伴い閉鎖 

(2) 野外活動振興事業に関する事項 

   ア 少年自然の家 

   (ｱ) 自然体験プログラム、ネイチャーガイド・トレッキング外 18 事業 

・対象者 宿泊利用者、小学校野外学習の５年生等 

・延回数 174回、延受講者数 9,304 人 

   イ 都市緑化植物園 

(ｱ) グリーンピアコンサート 

ａ 緑と花のフェスティバルコンサート、秋の里山フェアコンサート等 

・延回数 58回、延観覧者数 9,795 人 

(ｲ) 講習会（教室） 

ａ 年間(ボタニカルアート（植物画）教室、デジタル写真教室) 

・延回数 25回、延受講者数 379 人 

ｂ その他(園芸教室、おしゃれ園芸教室、子ども花育教室等) 

・延回数 54回、延受講者数 859人 

(ｳ) 緑の相談、出前診断 

ａ 相談 延件数 664 件 

     ｂ 出前診断 延件数 ６件 

ウ 少年自然の家・都市緑化植物園 

(ｱ) 第９回緑と花のフェスティバル 

・来場者数 36,600 人(少年自然の家 9,119人、都市緑化植物園 27,481 人) 

(3) 勤労者福祉増進事業に関する事項 

  ア 勤労福祉会館自主事業 

(ｱ) リフレッシュヨガ教室、英会話教室外８事業 

      ・対象者 一般 



 

・延回数 111回、延受講者数 2,203 人 

   イ 管理運営事業 

(ｱ) 勤労福祉会館利用状況 

屋外

利用件数
(件)

6,679 6,435 2,263 3,559 432 136 6,500 707 6,325 33,036

利用人数
(人)

128,047 6,519 2,263 8,151 4,590 741 33,370 13,360 16,394 213,435

区　分

会議、宿泊室等 体 育 施 設

合　計
会議室等 図書室

サービス
コーナー

宿泊室 ホール 広間
体育館

テニス
コート

屋内

プレイ
ルーム

 
(注１) 図書室の利用件数及び利用人数は、年間貸出人数と読み聞かせ参加者。年間貸出冊数は22,031冊

(注２) 体育館は、電気及び換気工事のため、１月４日から３月13日までの期間閉鎖 

 (4) 緑化振興事業に関する事項 

  ア 緑化推進・啓発事業 

  (ｱ) 講習会（緑化講習会、プリザーブドフラワー講習会） 

・延回数 ９回、延受講者数 170 人 

(ｲ) 展示会 

・延回数 14回、延日数 75日、延展示数 877点 

 イ 維持管理事業 

  (ｱ) 公園等維持管理状況 

区　分 街区公園 児童遊園
ちびっこ

広場
近隣公園 地区公園 総合公園 特殊公園 緑道 都市緑地 特別保全 その他 合　計

公園数 210 107 108 22 4 1 1 5 34 1 9 502
 

(ｲ) 落合公園管理棟(研修室・和室)利用状況 

・利用件数 105 件、利用人数 2,943 人 

 

３ 決算状況 

スポーツ・ふれあい財団の令和元年度の貸借対照表(第１表)、正味財産増減計算書

(第２表)は次のとおりである。 

 



第１表　貸借対照表

　     　　　　　　　　　　　　令和２年３月31日現在 （単位：円）

科　　　　  　　目 金　　　　額

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 142,695,935

未収金 770,615

貯蔵品 221,586

繰越商品 277,531

流動資産合計 143,965,667

２　固定資産

⑴　基本財産

定期預金 3,000,000

基本財産合計 3,000,000

⑵　特定資産

退職給付引当資産 325,459,850

特定資産合計 325,459,850

固定資産合計 328,459,850

資産合計 472,425,517

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 138,258,595

預り金 3,285,999

流動負債合計 141,544,594

２　固定負債

退職給付引当金 325,486,440

固定負債合計 325,486,440

負債合計 467,031,034

Ⅲ　正味財産の部

１  指定正味財産

春日井市出資金 3,000,000

指定正味財産合計 3,000,000

（うち基本財産への充当額） (3,000,000)

（うち特定資産への充当額） (0)

２  一般正味財産 2,394,483

（うち基本財産への充当額） (0)

（うち特定資産への充当額） (0)

正味財産合計 5,394,483

負債及び正味財産合計 472,425,517



第２表　正味財産増減計算書

　　　　　　　平成31年４月１日から令和２年３月31日まで （単位：円）

科　　　　　　　目 金　　　　額

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１　経常増減の部

⑴　経常収益
①　基本財産運用益 300

基本財産利息 300
②　特定資産運用益 33,313

特定資産利息 33,313
③　事業収益 50,092,840

スポーツ振興事業収益 39,306,607
野外活動振興事業収益 4,146,500
勤労者福祉増進事業収益 6,639,733

④　受託事業収益 424,613,875
事業運営受託収益 6,700,184
管理運営受託収益 397,281,088
維持管理受託収益 20,632,603

⑤　補助金等 589,450,947
春日井市補助金 588,721,947
助成金 729,000

⑥　雑収益 873,872
雑収益 873,872

経常収益計 1,065,065,147
⑵　経常費用

①　事業費 1,009,719,529
スポーツ振興事業費 649,705,089
野外活動振興事業費 115,777,105
勤労者福祉増進事業費 139,561,941
緑化振興事業費 104,675,394

②　管理費 55,532,434
一般管理費 55,532,434

経常費用計 1,065,251,963
当期経常増減額 △ 186,816

２　経常外増減の部
⑴　経常外収益

経常外収益計 0
⑵　経常外費用

経常外費用計 0
当期経常外増減額 0
当期一般正味財産増減額 △ 186,816
一般正味財産期首残高 2,581,299
一般正味財産期末残高 2,394,483

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0
指定正味財産期首残高 3,000,000
指定正味財産期末残高 3,000,000

Ⅲ　正味財産期末残高 5,394,483


