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事業報告書 

自 平成２６年４月 １日 

至 平成２７年３月３１日 

 

Ⅰ 総括的概要 

 特定非営利活動法人渥美半島まちづくり推進機構、通称：NPO 法人 With は、広

く地域社会の住民や企業、団体が連携し田原市のまちづくりに取り組む中核的な組織とし

て、魅力ある地域の形成を図ることで地場産業を盛り上げ、また、各種情報発信を行うこと

で田原市の将来の発展に寄与することを目的として事業がスタートし、2 年が経過した。 

今年度は、トライアスロン伊良湖大会の事業運営に奔走し、役員・職員が一丸とな

って取り組み、前回以上の盛り上げに成功し無事大会を終了することが出来た。 

 また、菜の花まつり事業にも一部携わり、福江高校生徒によるインフォメーション

運営、それに伴うボランティアガイド養成講座の開催、菜の花基金の運営、会場整備

等菜の花まつりを昨年以上に盛り上げた。さらに、椙山女学園大学と連携し渥美半島

の観光資源を考察し「伊良湖レポート２０１４」をまとめた。加えて、田原市から「田

原市デジタルサイネージ用映像作成業務」の委託を受け、渥美半島を紹介する空撮映

像を作成。その映像を中部国際空港（セントレア）の巨大液晶ビジョンにて 6 月 15

日～3 月 31 日まで配信し、全国へ渥美半島 PR 発信の一躍を担った。 

２年目の取り組みとしては With の目的にあった事業展開が出来、次年度への基礎固め

が出来ました。 

 

１、組織 

  会 員  ３９名 

  役 員  １４名（任期：法人成立の日から平成２７年５月３１日） 

       

理 事 長 渡　会　一　昭

副理事長 石　倉　一　造

専務理事 榊　原　宣　克

理　   事 川　口　敏　郎

同 間　瀬　祐　一

同 青　山　房　生

同 河　合　光　志

同 清　田　行　雄

同 彦　坂　育　甫

同 小　川　雅　魚

同 渡　辺　長　一

同 大　岩　宗　司

同 川　崎　政　夫

監　    事 森　川　敬　一  
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Ⅱ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

①観光振興事業 

 ア ２０１４トライアスロン伊良湖大会運営事業 

   （ア）事業内容 

      大会を通じ、市の活性化と産業・スポーツの振興を図り、また対外的には市の

ＰＲ、イメージアップを図るため、トライアスロン伊良湖大会実行委員会から委

託を受け、運営事務局として大会を運営。出場される選手、付き添いの家族、

ボランティアで協力いただくスタッフの皆さんが楽しんで参加できるよう、選手

対応業務・大会運営業務・会場設営業務・前夜祭業務・・広告宣伝業務・マー

シャル・計測業務・次年度大会準備業務を行った。 

   （イ）開催日時 

準備期間 平成２６年３月１日～ 

大会前日 平成２６年９月６日 ・前日受付・バイクチェック、競技説明会、開会

式・カーボパーティ、打上花火大会 

大会日  平成２６年９月７日 ９:００ 競技スタート、表彰式１５:３５ 全競技終了 

   （ウ）会場   田原市伊良湖町周辺 

   （エ）参加者及び競技内容 

      選手 1,000 名、ボランティアスタッフ 1,000 名（本法人役員１４名 正会員８名 

事務職員１名含む） 

・A タイプ：スイム２㎞ バイク５９．０㎞ ラン２０㎞ TOTAL８１．０㎞ 

参加費２６，０００円 

      申込者数 831 名、定員 500 名、当日参加者数 465 名、完走者数 451 名 

   ・B タイプ：スイム１㎞ バイク３５．４㎞ ラン１０㎞ TOTAL４６．４㎞  

参加費２３，０００円 

       申込者数 704 名、定員 500 名、当日参加者数 460 名、完走者数 447 名 

 

   イ 菜の花まつり・観光ボランティア養成講座事業 

（ア）事業内容 

菜の花まつりのインフォメーションスタッフの育成講座を含め、田原市の歴史・文

化等の講座を開催。当地に訪れる観光客を対象におもてなしの気持ちで地域の

案内が出来るよう、高等学校の元校長先生を講師に一般市民を対象に無料で開

催した。 

（イ）開催日時及び講師等 

日時 場所 テーマ 講師 従事者 参加者  

 
H2７.1.１７ 

14:00～16:00 

福江市民会館 

研修室 

菜の花まつりｲﾝﾌｫﾒｰ

ｼｮﾝ及び観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ養成講座 

川崎政夫 

大岩宗司 

事務職員１名 

正会員４名 

一般市民 

１５名 
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ウ 菜の花まつりインフォメーション強化事業 

（ア）事業内容 

菜の花まつり会場での情報案内の強化とともに、渥美半島の案内をできるよう

になることによって、地元の良さを若い世代の人たちにも知ってもらう目的で、イン

フォメーションスタッフの活動を地元の高校生に依頼し実施した。 

（イ）実施期間 

平成２７年１月３１日～平成２７年３月３１日の土・日・祝日 9:00～16:00 （雨天の

場合は中止） 

（ウ）参加者 

福江高校生 男女８名（隔日２名ずつ） 

 

   エ 田原市デジタルサイネージ用映像作成事業 

    （ア）事業内容 

田原市から委託を受け、ラジコンヘリコプターを使い撮影したものを編集し、中

部国際空港の大型ビジョンで流される市のＰＲ映像を作成した。 

（イ）実施期間 

平成２６年８月５日～平成２６年８月２９日 

（ウ）作成内容 

      ①伊良湖岬編 ②菜の花編 ③トライアスロン編 1 編あたり約２分３０秒程度

の映像を収めた DVD２枚 

     

   オ アドベンチャーツアーの調査研究事業 

    （ア）事業内容 

渥美半島の、農業・漁業・観光施設・情報発信を椙山女学園大学の阿部ゼミに

調査研究依頼し、問題提起してもらいアドベンチャーツアーの企画・運営可能な事

業を考えた。また、｢伊良湖レポート｣を提出してもらい実現へ繋げる事業展開を考え

た。 

    （イ）実施期間・場所 

観光資源調査 平成２６年６月２８日・２９日／小笠原農園どろんこ村・横地愛菜

園・恋路ヶ浜・渥美魚市場 

調査内容整理 平成２６年７月 ２日／椙山女学園 阿部ゼミ 

    （ウ）参加者 

椙山女学園大学 阿部教授 ゼミ生 11 名・本法人役員 6 名 

     

 

 

（２）その他の事業に係る事業 

本年度は実施せず。 
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(単位：円)

Ⅰ 経常収益

1. 受取会費

正会員受取入会金 1,000

正会員受取会費 270,000

賛助会員受取入会金 0

賛助会員受取会費 0 271,000

2. 受取寄附金

受取寄附金 778,350 778,350

3. 受取助成金等

受取助成金 0 0

4. 事業収益

まちづくりに関する事業 368,500

観光振興に関する事業 45,750,734

経済の活性化に関する事業 0

情報提供に関する事業 0 46,119,234

5. その他収益

受取利息 557

雑収益 5,000 5,557

経常収益計 47,174,141

Ⅱ 経常費用

1. 事業費

（1）人件費

給料手当 819,240

法定福利費 0

福利厚生費 0

人件費計 819,240

（2）その他経費

委託費 11,457,308

運営費 14,065,395

設営費 11,490,616

広告宣伝費 293,630

諸謝金 10,000

印刷製本費 222,480

会議費 0

旅費交通費 7,500

消耗品費 383,549

通信運搬費 0

雑費 7,290

その他経費計 37,937,768

事業費計 38,757,008

特定非営利活動法人渥美半島まちづくり推進機構

平成26年度　活動計算書
平成26年4月1日～平成27年3月31日

科　　目 金額
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2. 管理費

（1）人件費

役員報酬 0

給料手当 5,349,402

法定福利費 456,919

福利厚生費 0

人件費計 5,806,321

（2）その他経費

諸謝金 10,000

印刷製本費 1,800

会議費 59,082

旅費交通費 194,035

通信運搬費 236,740

消耗品費 535,135

水道光熱費 69,220

地代家賃 78,630

リース料 455,117

保険料 60,590

租税公課 4,000

支払手数料 15,984

車両費 42,711

減価償却費 0

雑費 218,273

その他経費計 1,981,317

管理費計 7,787,638

経常費用計 46,544,646

 　　　 629,495

5,119,655

5,749,150

金額科　　目

当 期 正 味 財 産 増 減 額

前 期 切 越 正 味 財 産 額

次 期 繰 越 正 味 財 産 額  
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単位：円

Ｉ資産の部

１流動資産

現金預金 7,003,360

流動資産合計 7,003,360

２固定資産

車両運搬具 67,740

固定資産合計 67,740

資産合計 7,071,100

Ⅱ負債の部

１流動負債

預り金 21,950

流動負債合計 21,950

２固定負債

長期借入金 1,300,000

固定負債合計 1,300,000

負債合計 1,321,950

Ⅲ正味財産の部

前期繰越正味財産 5,119,655

当期正味財産増減額 629,495

正味財産計 5,749,150

負債及び正味財産計 7,071,100

貸借対照表
平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人渥美半島まちづくり推進機構

科目・摘要 金額
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単位：円

Ｉ資産の部

１ 流動資産

現金預金

現金　　　現金手許有高 3,011

普通預金

蒲郡信用金庫渥美支店 0

豊橋商工信用組合福江支店 2,000

三菱東京UFJ銀行田原支店 1,316,708

豊橋信用金庫福江支店 175,105

愛知みなみ農業協同組合本所 2,000

蒲郡信用金庫渥美支店（With） 5,504,536

蒲郡信用金庫渥美支店（ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ） 0

流動資産合計 7,003,360

２ 固定資産

車両運搬具

ダイハツ軽バン 67,740

固定資産合計 67,740

7,071,100

Ⅱ負債の部

１ 流動負債

預り金 21,950

流動負債合計 21,950

２ 固定負債

長期借入金　　役員13名 1,300,000

固定負債合計 1,300,000

1,321,950

正味財産 5,749,150

金額

特定非営利活動法人渥美半島まちづくり推進機構

財産目録
平成27年3月31日現在

負債合計

資産合計

科目・摘要

 

 


