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１． 一 般 的 事 項 

 

（１）組織及び人員 

   財団法人つくば都市振興財団の組織は，総務企画課，管理課の 2課制をとっており，平成 24年

度末における役員及び各課職員等の数は，次のとおりである。 

 

（単位：人） 

役         員 職        員 

理事長   （常 勤）  ０※ 事 務 局 長 １ 

副理事長  （非常勤） １ 総務企画課 ７ 

常務理事   ０ 管 理 課 ４ 

理  事  （非常勤） １０   

監  事  （非常勤） ２   

計 １４ 計 １２ 

 ※12月 13日逝去により以後理事長不在 

 

（２）評 議 員 会 

   次のとおり開催した。 

  イ 第 45回評議員会（H24.5.30） 

（イ） 矢口喜一郎氏の理事辞任に伴い，佐久間正敏氏の理事就任について承認 

（ロ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２３年度事業報告について承認 

（ハ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２３年度決算報告について承認 

（ニ） 事業の見直しに伴う国際交流事業（つくば市国際交流協会を含む）の分離について承認 

  ロ 第 46回評議員会（H24.9.20） 

（イ） 馬場清康氏の理事辞任に伴い，福田敬士氏の理事就任について承認 

（ロ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２４年度収支補正予算（案）について承認 

（ハ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２５年度事業計画（案）について承認 

（ニ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２５年度収支予算（案）について承認 

（ホ） 新法人移行に係る役員選任について承認 

（ヘ） 新法人移行に係る定款の変更について承認 

（ト） 新法人移行に係る移行認定申請について承認 

 ハ 第 47回評議員会（H25.3.22） 

（イ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２４年度収支補正予算（案）について承認 

（ロ） 財団法人つくば都市振興財団の資産運用計画（案）について承認 

 

 

（３）理 事 会 

   次のとおり開催した。 

  イ 第 47回理事会（H24.4.26） 

（イ） 新制度移行に係る「最初の評議員選定委員会設置運営規則」について承認 



（ロ） 新制度移行に係る｢最初の評議員選定委員｣選任について承認 

（ハ） 新制度移行に係る｢最初の評議員選定委員会｣への評議員候補者の推薦について 

承認 

（ニ） 財団法人つくば都市振興財団の国際交流事業見直しの状況について報告 

（ホ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２４年度資産運用計画について報告  

 

   ロ 第 48回理事会（H24.5.30） 

（イ） 三石善吉氏・佐藤武明氏・柘植宣孝氏・水野政之氏・西川潔氏の評議員辞任に伴い，大

島愼子氏・木邨洗一氏・中田則彦氏・海岸茂美氏・鈴木久敏氏の評議員選任について承認 

（ロ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２３年度事業報告について承認 

（ハ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２３年度決算報告について承認 

（ニ） 事業の見直しに伴う国際交流事業（つくば市国際交流協会を含む）の分離について 

承認 

（ホ） 財団法人つくば都市振興財団の平成 24年度資産運用計画について承認 

（ヘ） 財団法人つくば都市振興財団の公益財団法人への移行について承認 

（ト） 財団法人つくば都市振興財団の公益財団法人への移行に係る｢最初の評議員の選任｣に

ついて承認 

（チ） 新制度移行に係る「最初の評議員選定委員会」への評議員候補者の追加推薦について承

認 

 

ハ 第 49回理事会（H24.9.20） 

（イ） 上月良祐氏の評議員辞任に伴い，榊真一氏の評議員選任について承認 

（ロ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２４年度収支補正予算（案）について承認 

（ハ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２５年度事業計画（案）について承認 

（ニ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２５年度収支予算（案）について承認 

（ホ） 新法人移行に係る最初の代表理事及び最初の業務執行理事の選出について承認 

（ヘ） 新法人移行に係る定款の変更について承認 

（ト） 新法人移行に係る移行認定申請について承認 

（チ） 理事及び監事並びに評議員の報酬等及び費用に関する規定について承認 

 

ニ 第 50回理事会（H25.3.22） 

（イ） 財団法人つくば都市振興財団の平成２４年度収支補正予算（案）について承認 

（ロ） 財団法人つくば都市振興財団の資産運用計画（案）について承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．平成２４年度事業概要 

 

（１）生活・文化情報などの地域情報の収集及び提供事業 

 

 イ インターネット・ホームページ情報提供事業                     事業費     690,738円 

ホームページ制作において，財団・ノバホール・つくばカピオ・芸術文化事業・国際交流事業をサブ

ドメインで個別に作成し，事業毎に最新情報を掲載することで，全体としての更新頻度を高めＳＥＯ※

対策を行っている。 

http://tsukubacity.or.jp 

（イ）ノバホール，つくばカピオの予約状況は上記ホームページとは別に「つくば市公共施設予約シ

ステム」上にも掲載している。 

（ロ）有料広告バナーを広く募集し，収入を得た。 

 

※サーチエンジンである特定のウェブサイトが検索結果の上位に表示されるようにサイト設計をする

手法の総称 

 

 

（２）芸術・文化活動の振興事業 

  

イ 第２８回つくば国際音楽祭事業                            事業費  27,325,449円 

第２８回目の開催となる今回の音楽祭では，ノバホールを会場に本事業費で５公演を実施し，下

記芸術文化事業より１公演を特別事業として加え，全体で６公演として実施した。公演クオリティを維

持しながら，集客率の向上を目指すプログラム構成としたことにより，従来の音楽祭ファンには質の

高い演奏を堪能いただき，また，新たな観客層の獲得に努めたことよりクラシック・ファンの裾野の拡

大が図れたものと考える。 

※事業の詳細および実績は『平成２４年度「つくば国際音楽祭事業」 事業概要報告書』（別紙１）

のとおり。 

 

ロ 芸術文化事業                                   事業費    38,483,121円 

つくば市と共催で音楽コンサート，演劇等の舞台芸術公演、美術展を開催し，優れた作品に触れ

る機会を市民へ提供し，つくば市における芸術文化振興に寄与した。 

 ※事業の詳細および実績は『平成２４年度「つくば市芸術文化事業」事業概要報告書』（別紙２）の

とおり。 

 

 

（３）国際交流事業 

 国際交流事業は，新しく設立された一般財団法人つくば市国際交流協会に事業をひきつぐため，今

年度で事業を終了する。 

 

イ 国際交流教室授業                                    事業費    1,251,452円 

 

（イ）国際交流のための料理教室 



日本人と外国人が協力して料理し，会食することにより国際理解と交流を深める事業を開催し

た。 

①カザフスタン料理教室  6月 23日 並木交流センター 参加者 25名 

講師：マリヤさん・アルさん  

メニュー：バウルサック，ラグマン，カザフ風サラダ 

②ベトナム料理教室 8月 18日 並木交流センター 参加者 28名 

  講師：チャムさん・ドアンさん 

  メニュー：豚肉団子ビーフン，生春巻き，揚げ春巻き，デザート（あずきとキャッサバ） 

 

（ロ）外国語講座 

日本人を対象に，交流のための基礎能力を習得する講座として，韓国語講座，中国語講座，ス

ペイン語講座を実施した。 

①中国語 

入門・中級中国語講座春季コース 5月 19日～7月 21日（全 10回）受講生 23名 

入門・中級中国語講座秋季コース 9月 15日～11月 24日（全 10回）受講生 14名 

入門・中級中国語講座冬季コース 1月 12日～3月 23日（全 10回）受講生 20名 

②韓国語 

入門・中級韓国語会話春季講座 5月 17日～7月 26日（全 10回） 受講生 21名 

入門・中級韓国語会話秋季講座 9月 20日～11月 29日（全 10回）受講生 18名 

入門韓国語会話冬季講座 1月 10日～3月 21日（全 10回）受講生 5名 

③スペイン語 

入門・初級スペイン語講座春季コース 5月 9日～7月 25日（全 10回）受講生 26名 

入門・初級スペイン語講座秋季コース 9月 12日～11月 28日（全 10回）受講生 23名 

入門・初級スペイン語講座冬季コース 1月 16日～3月 27日（全 10回）受講生 19名 

 

 

ロ 国際交流ボランティア育成事業                              事業費    40,584円 

   市民と外国人在住者の共生をめざし,通訳・翻訳,ホームステイ,文化紹介の各ボランティアを派遣し

た。 

 

（イ） 国際交流ボランティア派遣実績 

通訳・翻訳ボランティア（登録者 129名） 

4月 2日 土浦税務署確定申告における通訳（産総研）英語 1名 

4月 1日 国際交流フェア 2012抽選・説明会（国際交流協会）英語 1名 

5 月 12 日，13 日 つくばフェスティバル 2012 本部テント通訳（つくばフェスティバル実行委員会）中

国語,韓国語,英語 5名 

5月 19日 日本語カフェ通訳 英語 2名 

6月 つくば観光コンベンション DVD 韓国語・英語テロップ翻訳 2名 

8月 25日，26日 まつりつくば本部テント通訳（まつりつくば実行委員会） 

英語、中国語、フランス語 8名 

9月 22日 日本語カフェ 英語 1名 中国語 1名 

9月 27日 つくば市総合防災訓練通訳 英語・中国語 2名 

11月 15日～19日 日韓友情づくり事業通訳 韓国語 10名 



12月 9日 日本語であそぼう 要約筆記同時翻訳 中国語，ポルトガル語，英語 8名 

 

3月 ライフプランすこやか平成 25年度版英語・中国語翻訳について（健康増進課） 

英語 7名,中国語 6名 

 

（ロ） ホームステイボランティア（登録家庭２８家庭） 

4月 13日～15日 筑波大学ベトナム人留学生（筑波大学）1家庭 

5月 22日～6月 30日 研修生ホームステイ（つくばインターナショナル・スクール） 

2家庭 

7月 14日～15日，28日～29日 土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター 

（土木研究所）5家庭 

11月 15日～19日 日韓友情づくり事業ホームステイ（財団）12家庭 

12月 22日～23日 インドネシア短期研修者ホームステイ（筑波学院大学）5家庭 

 

ハ 日本語講座事業                                        事業費   850,330円 

つくば市及び周辺市町村に在住する外国人を対象に，日常生活に必要な日本語の習得及び日本

文化への理解を深めることを目的として，日本語講座をつくばカピオとつくばサイエンスインフォメーシ

ョンセンターで実施した。※修了証書は 70%以上の出席者 

 

（イ）日本語講座 

40期 4月～9月（全 20回）   

ボランティア講師 16名 受講生 73名 修了証書 24名、皆勤賞 2名 

    41期 10月～3月（全 20回） 

ボランティア講師 18名 受講生 83名 修了証書 14名、皆勤賞 5名 

インフォメ昼間クラス 6期（にほんご 2,4,日本語の会）（全 16回）   

ボランティア講師 9名 受講生 30名 修了証書 9名、皆勤賞 1名 

インフォメ昼間クラス 7期（にほんご 1,3,日本語の会）（全 16回）   

ボランティア講師 10名 受講生 33名 修了証書 12名、皆勤賞 4名 

 

（ロ）日本語ボランティア入門講座 

 日本語講座で講師ボランティアをしていただくために必要な、日本語教育の基礎を勉強

する。実際の授業運営を想定した実践的な内容で指導致した。内容は①日本語ボランテ

ィアとは何か②日本語教育の構造③授業の進め方など 

日時：6月 23日（土）～7月 8日（日）のうち 5日間 

講師：清水晃氏・川辺千恵子氏・田口正志氏   受講者：15名 

※受講生向け教室外活動 10月 20日（土） 

     筑波山麓秋祭り＆ハイキング 焼き芋，竹ご飯，柿狩り体験   参加者 28名 

 

ニ 国際理解推進事業                                   事業費     894,258円 

（イ）日韓青少年友情づくり事業 

韓国大田広域市とつくば市の中・高生を中心とした青少年が，お互いの歴史や文化等を理解す

るために体験と対話し，両国のさらなる発展を図ることを目的とし，実施した。 

期日：11月 15日（木）～19日（月）   来日者：25名（生徒 21名、引率 4名） 



スケジュール 

月 日 スケジュール 宿泊形態 

11月 15日（木） 韓国青少年 つくば着・歓迎会 宿泊施設 

11月 16日（金） 学校訪問・市内観光 宿泊施設 

11月 17日（土） ホストファミリー対面式 ホームステイ 

11月 1８日（日） 研修・懇親会 ホームステイ 

11月 19日（月） 韓国青少年 つくば出発  

 

ホ つくば市国際交流協会事業                             事業費  127,149,835円 

 市民の国際交流活動の支援をし，市民生活及び国際理解の向上に寄与することを目的とし，

つくば市国際交流協会の事業運営を行った。また，つくば市のパスポート申請・交付業務に伴う

印紙・証紙等販売及び写真撮影業務を行った。 

    ※事業の詳細および実績は「つくば市国際交流協会 平成２４年度事業報告書」（別紙３） 

のとおり。 

 

 

（４）文化・情報施設の管理運営事業 

 

イ ノバホール及びつくばカピオ管理運営事業            ノバホール事業費   81,291,481円 

                     つくばカピオ事業費  137,695,706円 

ノバホール及びつくばカピオの指定管理者として，これまでの経験の蓄積を基に，省エネルギーの

要請に対応した施設管理を行うとともに，アンケート調査の充実，検討会議・職員研修等の定期的な

実施により，更なる安全性とサービスの向上に配慮した運営に努め，地域住民の芸術・文化及びサー

クル活動等の利用促進を図った。 

また，当財団事業であるつくば国際音楽祭事業・芸術文化事業の実施にあたっては，企画・運営を

連携して行い，円滑な事業運営を図った。 

 

◆ノバホール       入場者数      ９８，６９５人    利用可能日数２９０日 

◆つくばカピオ      入場者数   １９６，２４６人   利用可能日数２９３日 

 

 ○平成２２年３月作成の事業活動計画（中期計画）に掲げた利用料収入目標の達成状況は，次の

とおりである。 

24年度目標値 実績値 達成率 

64,470,893円 61,928,161円 ９６％ 

 


