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令和元年度 事 業 報 告 

 

１ 会議報告 

（１）理事会 

  ①第１回理事会 

    日時  令和元年５月１６日（水） 午前１１時～ 

場所  開陽丸青少年センター２階 研修室 

議題  ・平成３０年度事業報告の承認について 

・平成３０年度計算書類等の承認について 

・平成３０年度公益目的支出計画実施報告書の承認について 

・平成３０年度監査報告の承認について・ 

・定時評議員会の招集について 

＜５月１６日付、理事９名～全員承認＞ 

  ②第２回理事会 

日時  令和元年１０月１１日（金） 

    場所  書面理事会 

    議題  ・令和元年度第２回評議員会の招集について 

＜１０月１８日付、理事１１名～全員承認＞ 

  ③第３回理事会 

日時  令和元年１１月８日（金） １１時～ 

    場所  開陽丸青少年センター２階 研修室 

    議題  ・書面理事会（第２回）開催の結果報告について 

・代表理事の職務執行状況の報告について 

        ・令和元年度上期業務報告について 

          ＜１１月８日付、出席理事６名～全員承認＞ 

  ④第４回理事会 

日時  令和２年２月２０日（木） 

    場所  書面理事会 

    議題  ・令和元年度第３回評議員会の招集について 

＜２月２８日付、理事１１名～全員承認＞ 

⑤第５回理事会 

日時  令和２年３月２６日（木） 午前１１時～ 

 



場所  開陽丸青少年センター２階 研修室 

    議題  ・みなし決議による評議員会の開催について 

・臨時に任用する職員の給与支給細則の一部改正について 

・令和２年度事業計画案について 

・令和２年度収支予算案について 

          ＜３月２６日付、出席理事１１名～全員承認＞ 

 

（２）評議員会 

  ①定時評議員会 

    日時  令和元年５月３０日（木）午後１時３０分～ 

    場所  開陽丸青少年センター２階 研修室 

    議題  ・平成３０年度事業報告について 

・平成３０年度公益目的支出計画実施報告書について 

        ・平成３０年度監査報告について 

・平成３０年度計算書類等の承認について 

  ＜５月３０日付、出席評議員８名～全員承認＞ 

  ②第２回評議員会 

    日時  令和元年１１月８日（金）午後１時３０分～ 

    場所  開陽丸青少年センター２階 研修室 

    議題  ・書面理事会（第２回）開催の結果報告について 

・代表理事の職務執行状況の報告について 

        ・令和元年度上期業務報告について 

          ＜１１月８日付、出席評議員７名～全員承認＞ 

  ③第３回評議員会 

日時  令和２年３月２６日（木）午後１時３０分～ 

    場所  開陽丸青少年センター２階 研修室 

    議題  ・みなし決議による評議員会の開催について 

・臨時に任用する職員の給与支給細則の一部改正について 

・令和２年度事業計画案について 

・令和２年度収支予算案について 

  ＜３月２６日付、出席評議員９名～全員承認＞ 

 

 



２ 業務報告 

（１）青少年研修事業 

  ①春と夏の研修事業「クイズで開陽丸をもっと知ろう事業」 

   【内容】：開陽丸クイズを実施し、参加者に記念品を贈呈（開陽丸友の会と連携） 

   【期間】：ＧＷと夏休み期間に実施 

        ・ＧＷ   クイズ参加者 １１７人（前年実績１４３人）２６人の減 

        ・夏休み クイズ参加者 １１１人（前年実績 ９５人）１６人の増 

※いずれも、記念品は開陽丸オリジナルピンバッジ 

 

（２）開陽丸記念館 

① 入館者の状況 総数１９，１７５人（２，３１８人増～内訳別添資料№１） 

② ガイド等実績 総数７２件（１６件減～内訳別添資料№４） 

  ③ 誘致宣伝活動 

   ・令和元年１１月１８日（月）～２０日（水）３日間 

首都圏観光誘致宣伝事業の実施、２班体制で１４社（継続４年目の取組） 

（江差町追分観光課、観光コンベンション協会、江差観光みらい機構と連携） 

   ・令和２年３月１２日（木）付 郵送による誘致宣伝 

     函館･渡島・桧山及び青森市内等の小中学校に対し誘致宣伝活動 ２６２校 

（小学校～青森県内 63校、函館市 45校、渡島管内 45校、桧山管内 17校） 

     （中学校～青森県内 34校、函館市内 25校、渡島管内 21校、桧山管内 8校） 

      （その他～函館養護・七飯養護・七飯養護おしま学園分校・函館子供ｾﾝﾀｰ 4校） 

   ・その他、定期観光バスの立寄り継続要請 

 

（３）施設の維持補修 

  ①開陽丸管理棟 

   ・町臨時事業 ボイラー部品取替え及び暖房循環ポンプ修繕、（261,360円） 

             シール式ベント形据置鉛蓄電池取替（685,300円） 

          ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ微量 PCB 分析に伴う取替（446,600円） 

・その他一般修繕 

 開陽丸記念館内操船ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ修繕他９件（費用額 724,608円） 

  ②江差港マリーナ施設 

 マリーナ公園水槽排水詰り修繕他 ２件（費用額 19,116円） 

 



（４）江差港マリーナ指定管理業務 

  ①マリーナ利用状況  別添資料による 

  ②海の駅一時利用の状況 

区 分 Ｒ元年度 Ｈ30年度 Ｈ29年度 Ｈ28年度 Ｈ27年度 

ヨット 18 3 2 1 0 

ボート他 48 63 57 52 35 

計 66 66 59 53 35 

 

 （５）令和元度江差町受託事業の実績 

   ①令和元年度江差町観光情報総合案内所運営事業  問合せ等 1,518件 

② 令和元年度観光バリアフリーレジャー用品貸出事業 申請 39件、貸出 49台 

（内訳、別添資料№７による） 

 

 （６）戊辰戦争終結１５０周年記念事業 

   ①歴史展示物（リトファスゾイレ）の製作設置 開陽丸広場１基（全体３０基） 

     １０年間設置（１０年間各団体等連携し事業実施計画としている。） 

   ②「みなみ北海道 後の武士達の物語」モバイルスタンプラリーの実施 

    ア 実施期間  令和元年７月１日～１２月３１日（６か月間） 

    イ 参 加 者  ７５９人（スタンプ取得合計４，５２３） 

ウ 全制覇者  ９９人（抽選で１０人に各町団体からプレゼント） 

③ 戊辰戦争終結１５０周年記念「開陽丸記念館入館者プレゼント」実施 

    ア 実施期間  令和元年１０月１日～１２月２９日（毎月５名、１５名当選） 

    イ 応 募 者  ５７８名（内訳、別添資料№10による） 

（栞プレゼント入館者自由作成～１，９７７人利用） 

④ 普及啓発資材等の作成  のぼり旗作成（１４枚、白赤各７枚） 

 

（７）寄付行為の報告       

     寄付者氏名  開陽丸子孫の会 

     寄付金の額  ３６，０００円（理由：盾売上分） 

 

 

 

 



 （８）理事長・副理事長の職務執行状況（定款 22条第 3項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 職務内容 対応者 

４月２３日 平成３１年度開陽丸友の会総会出席（会員出席・挨拶） 理事長 

５月１６日 第１回理事会出席（代表理事）提出全案件議決・承認 
理事長 

副理事長 

５月３０日 第１回評議員会出席（挨拶）提出全案件議決・承認 理事長 

４月１６日 みらい機構事務所開設視察 理事長 

５月 ５日 にしんのぼり遊泳視察 理事長 

５月１７日 中島三郎助と遊ぶ会交流会出席 理事長 

８月 ５日 マリンスポーツ事業視察 理事長 

８月１５日 みらい機構関係業務で来館 理事長 

９月 ４日 開陽丸事務所表敬訪問 理事長 

９月２９日 産業まつり出席 理事長 

１１月 ８日 理事会出席、評議員会出席 理事長 

１１月１５日 開陽丸を語る会 理事長 

３月２６日 第５回理事会出席（代表理事）提出議案審議 
理事長 

副理事長 

３月２６日 第３回評議員会出席（挨拶）提出議案審議 理事長 


