
令和元年度 大垣市文化事業団事業報告 

 

自 平成３１年４月 １日 

至 令和 ２年３月３１日 

 

大垣市文化事業団は、市の文化創造に寄与することをめざし、魅力ある事業の実施や

適切な施設管理に努めており、令和元年度も①優れた文化芸術の提供、②地域における

文化芸術の継承と活動支援、③文化芸術人財の育成を活動の柱として事業を推進した。 

自主事業では、全国的に活動しているオーケストラ・アンサンブル金沢による交響楽

コンサートを開催し、広く市民が質の高い音楽にふれる機会とした。また、大垣市出身

の作家・中村航による講演会と小説講座を継続開催し、受講者が執筆した小説を冊子と

して刊行した。そのほか、理科教育の普及啓発を目的とする昆虫展、さらには、創造都

市研究の第一人者である佐々木雅幸を文化庁から招き、シンポジウムを開催し、文化と

まちづくりについて市民が理解を深める機会を提供した。 

受託事業では、大垣音楽祭や大垣市芸術祭などの継続事業をさらに積み上げ、市民文

化発展の一翼を担った。美術分野では、日本国際ポスター美術館所蔵品の中から動物の

体やしぐさをテーマに展示したポスター展を開催し、好評を得た。また、県内唯一の油

彩画公募展であるジュニア油絵展は青少年による創作活動推進への一助となった。 

指定管理事業では、トップレベルの室内楽コンサートにふれる機会を広く市民に提供

するものとして、日本を代表するヴァイオリニスト・大谷康子と若手ピアニスト・中野

翔太によるデュオ・リサイタルをプライムコンサートと位置づけ、開催した。また、親

子で楽しめるファミリーミュージカルとして、NHK「おかあさんといっしょ」を開催し、

好評を得た。そのほか、障がいのある方も参加できるバリアフリーコンサートとして、

ヘレン・ケラーの生涯をテーマにした朗読と生演奏を楽しむコンサートを開催した。 

美術分野では、夏休みに親子を対象とした体験型の展覧会・ダンボールアート遊園地

を開催し、展示に加えダンボール工作コーナーや会場内を走るダンボール機関車を設置

したこともあって盛況であった。また、親子そろって参加できる美術ワークショップと

して、親子で絵本づくりやオリジナル仮面づくり、ボトルキャップフィギュアを使った

モンスターの制作を行い、子どもたちが創造性を育む機会とした。 

科学分野では、コスモドームを活用し、専門家による生解説や演奏会、市民天体教室、

国立天文台准教授の縣秀彦を招いた講演会を開催し、広く市民が宇宙に関する興味を抱

く機会とした。また、地域の企業と連携して未来の博士を育てる科学教室を開催したほ

か、おもしろ科学教室を継続開催し、親子そろって科学に親しむ機会とした。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、指定管理事業のうち、世界的な演奏

家であるヴァイオリニスト・千住真理子とピアニスト・横山幸雄によるデュオ・リサイ

タル、地域で活動するピアニストによる親子で楽しめる参加型演奏会・ウーノの音楽会、

の２事業を中止とした。 

施設管理の面では、スイトピアセンターの屋外誘導サインの見直しや、フロア案内リ

ーフレットの作成、無料ミーティングスペースの設置など、お客様の利用しやすい環境

整備に努めた。また、チケット購入等にキャッシュレス決済を導入し、利便性の向上に

努めた。 



＜公益目的事業＞

１．自主事業

オーケストラ・アンサンブル金沢（公1-1-3）

ニューイヤーコンサート２０２０in大垣

◇令和２年１月１３日(月・祝)

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　４１９人

理科教育の企画展示「昆虫展」（公1-2-8）

◇令和元年１０月５日（土）

　　　　　〜１１月４日（月・祝）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　　　　６,９９４人

創造都市フォーラム・大垣（公1-1-8）

◇令和元年８月２２日（木）

◇市民会館　大会議室１

◇参加者数　　　　９１人

中村航・小説講座＆講演会（公1-1-9）

◇講　座：令和元年６月２２日（土）

　　　　　　　　　１１月２４日（日）

　講演会：令和元年６月２３日（日）

◇スイトピアセンター　かがやき活動室（講座）

　スイトピアホール（講演会）

◇参加者数　　　　７０人（延べ）

そ

の

他

事

業

令和元年度　　公益財団法人大垣市文化事業団　事業別実施報告書

（公１）地域文化芸術の振興、市民の生涯学習の推進を行う事業

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

事　業　収　益　額 　１，９５８，５００円

助成金 　　　　　　　　　０円

　１−１．創造都市事業

　創造都市研究の第一人者である佐々木雅幸（文化庁地域文化創生本部総

括・政策研究グループ主任研究官）を招き、地域で活動している文化団体

や広く市民を対象にシンポジウムを開催した。パネリストとして、中井正

幸（大垣市教育委員会文化振興課長）、服部聖治（大垣祭保存会副会長）

が登壇し、大垣市の文化遺産活用事業について鼎談した。客席からの質疑

応答も交え、活発な意見交流がみられた。

　理科教育を意図し、昆虫標本の公開展示をした。世界のカブトムシ、ク

ワガタムシを中心に、この地域でも普通に見られる甲虫類やチョウ類を展

示し、世界の中での日本の昆虫分布などを紹介した。子どもたちの興味を

引く展示で好評であった。

　全国的に活動しているトップレベルのオーケストラ・アンサンブル金沢

を招き、新年にふさわしい質の高いニューイヤーコンサートを開催した。

ソリストには、日本有数の人気ソプラノ歌手・森麻季を迎えた。アンサン

ブル金沢には、大垣市出身のヴィオラ奏者・古宮山由里が所属しており、

入場者へ挨拶する一幕があるなど、大いに場内は沸いた。

　大垣出身の作家・中村航を講師に招き、①講演会、及び②入門的な小説

講座を開催した。①講演会には６０人が参加し、質疑応答の際には積極的

な質問が飛び交うなど、大変盛況であった。②昨年度の講座は初級編で

あったが、今回は定員を１０名に限定し、受講者が指導を受けられる時間

を確保するなど、より内容の濃いものとした。受講者は郷土大垣を題材と

する短編小説を書き上げ、講師から講評を受けるとともに、小冊子として

刊行し、広く市民の閲覧に供するものとした。

総　収　入　額 　２，０１９，５２０円（基本財産運用益・雑収益含）

事　業　経　費 　６，６４３，１５０円

諸　　経　　費 　５，４４４，８５８円（人件費・消費税）

総　費　用　額 １２，０８８，００８円

音

楽

事

業

科

学

事

業



２．受託事業

２０１９大垣音楽祭（公1-1-1）

◇平成３１年４月６日（土）

　　　　　～令和元年５月２５日（土）

◇スイトピアセンター　音楽堂・文化ホール

◇入場者数　　４，８８６人

（内、スプリングコンサート　２７９人)

２０２０大垣音楽祭　準備

第４０回ジュニア油絵展（公1-1-10）

◇令和２年１月１８日（土）～２月９日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　　９，０１０人

親子で人形劇・手品を楽しむ会（公1-1-2）

◇令和元年１２月８日（日）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　４２４人

日本国際ポスター美術館所蔵（公1-1-13）

ポスター展２０１９

◇平成３１年４月２７日(土)

　　　　　～令和元年６月１６日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　　５，４８３人

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

　２−１．創造都市事業

　令和２年度に開催する「２０２０大垣音楽祭」の準備。

舞

台

事

業

　子どもたちの豊かな情操を養うため、親子で一緒に楽しく鑑賞できる人

形劇と手品の会を開催した。出演団体は地域で活動している①大垣アマ

チュアマジシャンズクラブ、②児童文化研究会みつばち、③人形劇団びっ

くり箱、④和太鼓あうん、の４団体であり、各団体がそれぞれの特徴を活

かした出し物を披露した。入場者と一緒になって歌って踊れる場面をプロ

グラムに取り入れる団体があり、大変好評であった。

４月２１日（日）　三世代のうたごえ（出演３団体）

４月２７日（土）　いつも青春コンサート（出演３団体）

４月２１日（日）　大垣市吹奏楽団

４月２９日（月・祝）　大垣グリークラブ

５月　４日（土・祝）　音楽の風にのって（出演２団体）

５月１８日（土）　コールОＮＥ

５月１９日（日）　Ａ・Ｓ・Ｃミューズ

音

楽

事

業

　２１の市民団体による１６のコンサート、プロとアマが共演するスプリ

ングコンサートを、２カ月間にわたって開催した。

４月　６日（土）　合唱団ОМＣ

４月　７日（日）　大垣少年少女合唱団

４月　７日（日）　ＮＰＯ法人リトミックＧｉｆｕ

４月１４日（日）　スプリングコンサート

４月２０日（土）　Ｔｈｅ ＡＣＴ　ピアノデュオ

４月２０日（土）　マリンバ アンサンブル ４Ｈｅａｒｔｓ

４月２８日（日）　コール ペアーレ

５月２５日（土）　牧田コーラス

５月１１日（土）　音楽教室アマービレ

５月１２日（日）　大垣ブラスカンパニー

　青少年の幅広い創作活動を広めるため、県内の小・中・高校・大学生及

び２０歳未満の方を対象に油彩画作品を公募し、発表の場とした。応募作

品５４９点を展示するとともに、表彰式と作品講評会を開催した。県内か

ら広く応募があり、受賞者はもちろん、多くの子どもたちや家族で賑わう

展覧会となった。

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

美

術

事

業

　日本国際ポスター美術館が所蔵する世界各国のグラフィックデザイナー

による約１万点の作品の中から、動物をテーマに５５点を選んで展示し

た。動物分類ごとの作品の中から、動物の「体のつくり」や「しぐさ」に

注目してもらえるように展示方法を工夫したことに加え、隣接するプラネ

タリウムに新しい上映番組が導入されたこともあり、前年度の２倍を超え

る入場者数となった。

　２−２．社会包摂事業

美

術

事

業



大垣市芸術祭（公1-1-11）

◇令和元年１０月１９日（土） １０月２６日(土)～２７日（日) 第６５回洋楽

　　　　～１２月　１日（日） １１月　２日(土)～　３日(日) 第６５回邦楽・邦舞

◇スイトピアセンター　文化ホール、音楽堂、 １１月１０日(日) 第６５回洋舞

　 展示室４-Ａ～４-Ｃ、３-Ａ～３-Ｃ、茶室 １１月　１日(金)～　３日(日) 第３１回拓本展

 　市民会館ホール　　ほか １１月　３日(日) 第５１回市民茶会

◇入場者数　２８，１６９人 １１月　２日(土)～　３日(日) 第４９回名石展

１０月１９日(土)～１２月１日(日) 第６９回大垣市美術展

１０月１９日(土) 　　開場式（表彰を含む）

１０月１９日(土)～２７日(日) 　　一般の部　

１１月　９日(土)～１７日(日) 　　青年の部

１１月２３日(土・祝)～１２月１日(日) 　　幼少年の部　

１１月　９日(土)～１７日(日) 第５９回大垣市文芸祭作品展

１１月　９日（土） 　　表彰式

事　業　経　費 １１，６８８，１４０円

諸　経　費 １４，３４６，８７２円（人件費・消費税）

　各種市民活動の成果発表の場とした。

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

芸

術

祭

事

業

総　費　用　額 ２６，０３５，０１２円

総　収　入　額 ２５，９０１，１００円（雑収益を含む）



３．指定管理事業

プライムコンサートＶｏｌ.３（公1-1-4）

大谷康子＆中野翔太デュオ・リサイタル

◇令和元年７月１３日(土）

◇スイトピアセンター　音楽堂

◇入場者数　　　　１８３人

プライムコンサートＶｏｌ.４（公1-1-4）

千住真理子＆横山幸雄デュオ・リサイタル

◇令和２年３月１日（日）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　　　　―　人

プラネタライブ（全３回）（公1-2-1）

◇スイトピアセンター　コスモドーム

◇入場者数　７１３人

①ハワイ島マウナケア山の星空

◇令和元年１０月１３日（日）

②オーロラ全天上映＆トークライブ

◇令和元年１０月２０日（日）２公演

③プラネタリウムと生演奏コラボコンサート

◇令和元年１１月９日（土）

④ピアノ＆エレクトーンアンサンブル

　サマーコンサート

◇令和元年８月１１日（日）

市民天体教室（公1-2-5）

◇年１２回（毎月第４土曜日）

◇こどもサイエンスプラザ４階天体観測室

◇参加者数　 ３１４人

おもしろ科学教室（公1-2-2）

◇年１５回(５月～１２月　日曜日）

◇こどもサイエンスプラザ２階工作室・実験室

◇参加者数　３５７人

科

学

事

業

　プラネタリウムの特性を生かして、自然科学に関する興味関心を深める

ため、天文クラブ活動家による生解説、ドームに映し出される美しく幻想

的なオーロラの全天映像、星を投影しながらの音楽コンサートを開催し

た。

②プラネタリウムのドーム形スクリーンを活かしたスケールのあるオーロ

ラの投影とそのトークライブを行った。オーロラの現象が解かりやすく、

リアルに再現され、その美しさに好評を得た。

③星空以外一切の明かりのないプラネタリウムの中でのギター演奏や、プ

ラネタリウムの夜明けの空に合わせた選曲など、星空を満喫できる生演奏

を行い、好評を得た。

　「歌うヴァイオリン」と評されるなど華のある演奏が話題の大谷康子

と、クラシックのほかジャズなど幅広いジャンルの演奏に定評のある若手

ピアニスト・中野翔太によるデュオ・リサイタルを開催した。チケット販

売は苦戦したが、入場者の満足度は高く、質の高い演奏はもちろんとし

て、わかりやすい曲目解説で客席と交流する場面があり好評であった。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市教育委員会と協議し、開催

中止とした。チケットは完売しており、払い戻しの際には、同じ内容のコ

ンサートを改めて開催してほしいという要望が多数寄せられた。

④大垣女子短期大学のピアノ＆エレクトーンアンサンブルクラブの学生に

よるコンサート。子どもにも人気の曲で、ピアノや迫力ある電子オルガン

の演奏を、星空と共に楽しむ機会となった。

　天文の普及と星空の美しさを理解してもらうため、コスモドームで星空

解説と、天体望遠鏡を使用しての天体観測を行い、好評を得た。

(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３月度は中止。)

　こどもサイエンスプラザの実験室・工作室で科学的な原理について実験

などを通して学び、科学教育の増進の一環とした。毎回、モデルやおも

ちゃを使っての演示実験等を行ったり、製作物のしくみを分かりやすく解

説したりすることで、参加者の意欲を高め、科学の見方・考え方の向上に

つながった。

音

楽

事

業

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

　３−１．創造都市事業

①多良星空クラブ会長　吉田敏によるハワイ島マウナケア山４，２００ｍ

の星空投影と生解説を行った。実際のハワイで撮影した美しい映像を満喫

できた。



博士が教える科学教室（３回）（公1-2-3）

◇入場者数　７，１１３人

◇スイトピアセンター　こどもサイエンスほか

①錯視工作教室・錯視展

◇令和元年１０月５日（土）～１１月４日(月・祝)

②天文教室「太陽系探査の最前線」

◇令和元年１０月１９日(土)

③地震教室「巨大地震はいつ来るのか？」

◇令和元年１１月１７日（日）

水のパビリオン活性化事業（公1-2-6）

◇令和元年５月１日～令和２年３月３１日

◇スイトピアセンター　水のパビリオン

◇入場者数　８８，９１６人

コスモドームギャラリー常設展（公1-2-7）

◇通年

◇コスモドームホワイエ

◇入場者数　３８，３４０人

未来の博士を育てる科学教室（公1-2-4）

◇令和元年７月〜８月（全４回）

◇スイトピアセンター

　　　　　創作実習室、実験工作室

◇参加者数　　　１０９人

おかあさんといっしょファミリーコンサート

「ガラピコぷ～とあ・そ・ぼ！！」（公1-1-5）

◇令和元年１２月２１日（土）（２回公演）

◇スイトピアセンター　文化ホール

◇入場者数　　１，１０９人（２回公演）

きくぅ〜の、ひくぅ〜の、あそぶぅ〜の

ウーーノのピアノ音楽会（公1-1-6）

◇令和２年３月１５日（日）（２回公演）

◇スイトピアセンター　スイトピアホール

◇入場者数　　　　　―　人

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

　未来を担う子どもたちに、より多くの学習体験の機会を提供するため、

大垣市内企業の協賛による科学教室等を開催した。

③講師：山岡耕春（名古屋大学大学院教授・地震予知連絡会会長）

　地震の揺れに対する対策として、建物に使用されている筋交いが効果的

であることが実験と解説によって理解できた。また、断層のしくみ実験が

分かりやすく示され、参加者は楽しく学べた。

②講師：縣秀彦（国立天文台准教授）

　はやぶさ２のミッションや経緯、改善点等が分かりやすかった。また、

講師による「質問コーナー」は具体的かつおもしろい解説であった。

　NHK「おかあさんといっしょ」で人気の人形劇「ガラピコぷ～」の仲間た

ちと歌のお姉さんたちが登場する歌と踊りのコンサートを開催した。親子

そろって楽しめるプログラム内容であり、かつ０歳児から入場できること

もあって、チケットは即完売となり、大変盛況であった。子ども向けコン

サートへの市民ニーズは非常に高いことがわかった。

1)7月25日(木)石灰を使った実験をしてみよう（矢橋工業株式会社）

2)8月 1日(木)風力発電で車を走らせよう（太平洋工業株式会社）

3)8月 4日(日)極低温の世界を体験しよう

（大洋工業株式会社・株式会社大合商会）

4)8月 5日(月)おもしろ印刷パッチンＬＥＤ（サンメッセ株式会社）

科

学

事

業

　未来を担う児童生徒の科学的理解をより深めるため、専門家である博士

を講師に招き、錯視工作及び展示と天体教室、地震教室を開催した。動く

錯視の不思議さ、想像を超える天体と地殻の世界について、幅広い年齢の

参加者に興味関心を持っていただく機会となった。

事業名　・　開催期日　・　場所 事　　業　　内　　容

①講師：北岡明佳（立命館大学総合心理学部教授・教育学博士）

　提示された錯視・錯覚に対して、動く錯視の不思議さに興味をもつ子ど

もが多く、また自分で描いて体験するため、面白さにつながった。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市教育委員会と協議し、開催

中止とした。

音

楽

事

業

　３−２．社会包摂事業

　市民環境保護団体による西美濃の自然、生物、植物に関する展示を行う

ことにより、ふるさとの自然、生物に興味関心を持っていただく機会とし

た。

　天文教育普及を意図し、ロケットや探査機のパネル展示、天体関連書籍

や絵本の紹介、折々の新しい天文情報や専門性の高い写真展を開催した。

　特別展として、「夜空に輝く様々な天体」「南天の空に輝く星たち」

「人類が月に降り立って５０年！」「ハワイ島マウナケア山4,200mの星

空」「谷川正夫写真展」を開催した。



ヘレン・ケラー物語＆コンサート（公1-1-7）

◇令和元年６月２日（日）

◇スイトピアセンター　スイトピアホール

◇入場者数　　　　　８５人

夏休み企画展

「ダンボールアート遊園地」（公1-1-14）

◇令和元年７月１３日（土）

　　　　　～９月１日（日）

◇スイトピアセンター　アートギャラリー

◇入場者数　　９，６９９人

美術ワークショップ（全３回）（公1-1-12）

◇スイトピアセンター　創作実習室

◇参加者数　　　　　２３８人

①おやこで絵本づくり

◇令和元年７月２７日(土)、２８日（日）

②ムシの知らせ　ワークショップ変身版

◇令和２年１月１９日（日）、２６日（日）

③リトルモンスターを作ろう！

◇令和２年２月１５日（土）

共通経費・次年度企画展準備
　令和２年度に開催する企画展の準備。

　平成２５・２８年度に実施して好評を博した「ダンボールアート遊園

地」を、今回は「恐竜」をテーマにリニューアルして開催した。ダンボー

ルで製作された恐竜型のすべり台や迷路などの遊具が豊富にあり、また、

バッテリーを搭載したダンボール機関車が会場内に敷かれた線路を走るな

ど見どころが満載であり、大いに賑わった。ダンボール工作コーナーで

は、家族そろって工作に取り組む姿が見られ、体験型展覧会としての役割

を果たした。

①無色の厚紙に絵の具で彩色し、物語をつくり、簡単な製本をするなど、

自分だけのオリジナル絵本づくりに挑戦した。完成した作品は、学習館１

階のラウンジで展示した。（講師：つちやゆみ、加賀美裕子、染谷照代）

　「ヘレン・ケラーの生涯」をテーマに、朗読と生演奏を披露するコン

サートを開催した。チケット単価がワンコインと廉価だったこともあり、

会場は満席となった。また、公演前に公開リハーサルを実施し、特別支援

学校の児童および保護者を無料招待し、質の高い音楽にふれる機会を提供

した。

事　業　経　費 　１５，５３１，８７９円

美

術

事

業

②スイトピアセンター敷地内でいろんな音を採集し、組み合わさった音色

から想像するオリジナルのムシのお面を創ることに挑戦した。自由な発想

の制作風景を学習館１階のラウンジで展示した。（講師：ヨコヤマ茂未）

③ペットボトル飲料に付属する食玩である「フィギュア」に様々な装飾を

ほどこし、自分だけのオリジナル・モンスターづくりをした。手の平サイ

ズの小さなおもちゃづくりを、親子そろって楽しむ姿が見られた。（講

師：宮嶋結香）

事　　業　　内　　容事業名　・　開催期日　・　場所

音

楽

事

業

　親子で一緒に作品づくりをする３種の美術ワークショップを開催し、こ

どもたちの創造性を育む機会を提供した。

　５７，６５８，３２３円（雑収益、指定管理料を含む）

助成金・補助金・協賛金 　　　　　　　　　　０円

総　収　入　額 　５７，６５８，３２３円

諸　　経　　費 　３６，９６１，４１４円（人件費、消費税）

事業共通経費 　　５，９９９，１９９円

総　費　用　額 　５８，４９２，４９２円

事業収益額



こどもサイエンスプラザの運営事業

◇入館者数　　１０４，０３３人

コスモドームの運営事業

◇入場者数　　　１２，７８０人

水のパビリオンの運営事業

◇入場者数　　９１，１９２人

５．貸館事業（公1-2-10）

◇利用回数　文化会館・学習館　　８，２５９回

　　　　 　 市民会館　　　　　  ２，４９３回

 

＜収益事業等＞

（収１）公益目的事業以外の貸館事業

公益目的事業以外の貸館事業

◇利用回数　　文化会館・学習館　　２６２回

 　     　　  市民会館　　        ５６４回

（収２）専用駐車場の管理運営事業

◇駐車利用台数　　　１７５,１６６台

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　３５，３８０，９０１円

事業名 事　　業　　内　　容

　スイトピアセンター専用駐車場の管理運営事業。

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　１４，２９６，８６９円

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　２７，７８７，１５３円

スイトピアセンター専用駐車場の管理運営事業

　文化会館・学習館及び市民会館の貸館事業。

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　３１，６７５，１５６円

事業名 事　　業　　内　　容

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　２３７，４７５，６８８円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　２２３，８８３，２７１円

公益目的事業の貸館事業

　文化会館・学習館及び市民会館の貸館事業。

陶芸窯利用認定講習会

　利用者に陶芸窯の安全な取扱いを理解していただくための講習会を開

催。

 　 <利用認定期間　３年＞

◇令和元年７月２７日（土）

◇スイトピアセンター　学習室３－１、窯場

◇参加者数　３人

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　２８，６５３，２１１円

事業名 事　　業　　内　　容

４．学習館科学施設運営事業（公1-2-9）

事業名 事　　業　　内　　容

  こどもサイエンスプラザの管理運営事業

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　３１，０００，３８９円

  コスモドーム（プラネタリウム）の管理運営事業

  水のパビリオンの管理運営事業



（他1）スイトピア友の会事業

スイトピア友の会事業

◇会員数　一般会員（２７９人／３２０口）

　　　　　法人会員（３０社／３３口）

受 取 入 会 金 　　　　　　　　　　　　　　　　９０６，０００円

総　費　用　額 　　　　　　　　　　　　　　２，５８４，７３３円

総　収　入　額 　　　　　　　　　　　　　　３，１８８，０００円

事業名 事　　業　　内　　容

　情報誌「スイトピア・ドロップス」の発行を年４回行うなど、事業団事

業の紹介に努めた。
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