
株式会社東郷町ふるさと公社改革プラン（平成29年度～平成31年度） 

 市所管課 東郷地域振興課 

団体名 株式会社 東郷町ふるさと公社 

策定年月 平成29年3月 計画期間 平成29年度～平成31年度 

 

１ 団体基本情報 

・団体概要(平成28年4月1日現在) 

所在地  

〒883-0211 電話番号  0982-69-7720 

宮崎県日向市東郷町坪谷1267番地 ホームページ 
http://tougoutown-bok

usuipark.welnode.jp/ 

代表取締役 坂元 修一 常務取締役   

設立年月日  平成9年10月16日 形 態  株式会社 

資本金  30,650,000円 
市以外の

出資者 

日向農業協同組合 500,000円 1.63% 

出資者  出資金  出資割合 耳川広域森林組合 100,000円 0.33% 

日向市  30,000,000円 97.88% 東郷町商工会 50,000円 0.16% 

設立目的 

 

 

 

 東郷町の恵まれた地域資源を活かし、住民の意識高揚を図り、町全体で産業振

興・地域活性化を考え盛り上げて行くために、町の基幹産業である農林業などの第

一次産業、農林水産物の加工・製造等の第二次産業、これらの製品の流通販売や

観光施設の運営等の第三次産業といった産業分類の枠組みにとらわれず、業務を

多角的・複合的に行うことを目的とする。 

 

主な事業の概要 

 

 

 

（１）牧水公園の指定管理運営業務 

（２）食事処「牧水庵」の経営 

役員数 

評議員数 

常勤 人 職員数(役員兼

務職員は除く) 

正規 4人 

非常勤 5人 嘱託 人 

評議員 人 ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ 4人 

・組織等の状況（図等で表示） 

 

 

 

 

代表取締役社長（日向市副市長） 

ふるさとの家 

専務取締役（JA日向組合長） 

支配人 

牧水庵 

http://tougoutown-bok


２ 市の関与(平成27年度決算) 

  ・市の出資等の状況 

市出資額・出捐額 30,000,000円 市出資・出捐率 97.88% 

市補助金等支出額 20,551,000円 派遣職員数(平成28年4月1日現在） 0名 

特記事項（内訳等） 牧水公園交流施設指定管理委託料 20,551,000円 

※市補助金等支出額は、市が支出した負担金、補助金(助成金、利子補給その他これに類するものを含む）、 

委託料(随意契約に係るものを含む）、指定管理料(非公募の場合に限る)その他これに類するものを含む。 

 

３ 日向市第三セクター経営検討委員会からの経営検討報告 

○日向市第三セクター経営検討委員会「点検・評価報告書」等の意見 

 

平成28年11月「点検・評価報告書」より 

 労務管理・予算管理から、集客のための外部連携や情報発信まで、経営改善のための様々な取り組

みを実践されていると感じました。財政面では、重要な問題は生じていないように見受けられますが、今

後も現在の取り組みを継続していただき、より安定した事業経営を行ってください。 

 責任者及び職員の方の積極的な経営努力が感じられました。今後も引き続き、第三セクター経営はも

とより、東郷地域の更なる活性化に寄与していただきたいと思います。 

 

 

平成27年11月「点検・結果報告書」より 

 東郷町ふるさと公社が指定管理等委託を受けて行っていた事業等の見直し（今後は牧水公園の指定

管理業務委託のみになる予定）が進められたことから、東郷町ふるさと公社内において経費削減に向け

た大きな経営改革（人員整理）が進められるなど経営的に厳しい状況を迎えていることが分かりました。 

 指定管理で業務委託を受けている各施設等は、地域の産業・文化振興等の拠点として重要な施設で

ありますので、引き続き、まちづくり協議会との連携など、自主事業の実施による経営努力に努めていた

だきたいと考えます。 

 また、現在の経営体制が脆弱なことから、他の第三セクターとの統合なども検討が必要な時期を迎える

ことも想定されますが、当面は、経営健全化に向けた取り組みを推進し、経営改善を図っていただくよう

お願いします。 

 



４ 公益性の検証                                               （平成27年度決算） 

基 

 

準 

設立目的について「達成した」「達成できないことが確定した」「外部的要因により達

成若しくは消滅した」のいずれかに該当する場合は、法人の廃止を検討する。 

 該当する 

○ 該当しない 

第三セクターの行う事業(公益的事業)のうち、大半の事業と同種又は類似の事業を

行う民間法人がある場合は法人の廃止を検討する。 

○ 該当する 

 該当しない 

事業の収益性について、計画に対する達成状況及び将来の経営見通しにおい

て、採算性が図れていない場合は、法人の廃止を検討する。ただし、事業の公益

性が高く、財政支援（補助金または委託事業）が適切なものである場合を除く。 

 該当する 

○ 該当しない 

人的関与(役員の就任・職員の派遣)を行っておらず、将来的にもこれらが不要と見

込まれる場合は、市の関与の廃止を検討する。 

 該当する 

○ 該当しない 

社会情勢の変化により、第三セクターが主として行う事業が、収益事業となった場

合、公益性を高める措置又は適切な経営形態への変更その他必要な措置を検討

する。 

 該当する 

○ 該当しない 

類似又は同種の事業を行う第三セクターは、他の第三セクター又は出資法人との

統合を検討する。 

○ 該当する 

 該当しない 

 

現

状 

と 

課

題 

現状 

東郷町ふるさと公社は、恵まれた地域資源を活かし、農林水産物の生産から加工・製造、これら製品

の流通販売や観光施設の運営等あらゆる経営資源を組み合わせた事業を展開しながら、地域の産業振

興・地域活性化に寄与してきたところであるが、平成25年度から経営形態の見直しを行い、牧水公園等

の管理運営事業（ふるさとの家等の貸出業務、牧水庵を含む）、詩季彩、味工房等の管理運営のうち、

道の駅とうごうに位置する詩季彩と味工房の管理運営が民間団体に移り、平成 27年度からは、牧水公

園施設管理のみとなっている。 

牧水公園は自然豊かな公園であり、夏季の機関においては市内外より多くの人が集まり公園での余

暇を楽しむ姿が見られる。また、公園内の研修・宿泊施設「ふるさとの家」やテニスコートでは、近隣の中

学・高校の生徒の交流の場、共同生活の場としても利用されており、牧水公園は中山間地域の魅力発

信の拠点として、その存在価値は重要な施設として位置づけられる。 

また、牧水庵については、国道 446号沿いに立地する唯一の食事処であり、地域の利便性向上に寄

与する観点から中心メニュー「元祖・牧水そば」のほか、老若男女に好まれる新たなメニュー等も取り入

れながら、利用者増の取り組みを行っている。 

課題 

東郷町ふるさと公社は、平成 27年度から、牧水公園施設管理運営と自主事業の牧水庵運営が主な

事業内容となっている。 

 牧水公園は、山間部にある自然豊かな公園であるとともに、隣接して若山牧水記念文学館・牧水生家

もあることから県内外からの来訪者にも認知されやすい公園であり、公園内の施設については、ふるさと

の家、コテージ、キャンプ場、多目的運動広場、パターゴルフ場、テニスコートなどが整備されているが、

地理的な課題等により一部施設の利用率低下、経年劣化に起因する施設の老朽化が認められることな

どから、安心安全な施設として維持するための適正な補修等の実施や利用状況の改善が図られないと

見込まれる施設については存廃等の検討を行う必要がある。 

また、公園の利用者は、春のつつじ鑑賞、夏の河川プール、イベント開催時には増加するが、冬期は

低迷傾向にあることから、引き続き広報など情報発信の充実・強化に努めるとともに外部団体等との連携

による地域活性化への取組みが重要である。 

 牧水庵は、そば処から食事処への事業転換を行い新たなメニューの提供を行ってきたが、利用者の増

加には至っておらず厳しい経営状況にあることも踏まえて、更に創意工夫を図っていく必要がある。 



 

５ 採算性の検証                                           （平成27年度決算） 

基 

 

準 

ア  

市が損失

補償を行っ

ている団体 

損失補償に係る債務残高 円 

損失補償債務等負担見込額の算定基準における標準評価方式によ

る債務区分（Ａ～Ｅ）又は個別評価方式による参入割合（％） 

【債務区分Ｂ～Ｅ又は参入割合３０％以上は採算性なしと判断】 

 

イ 

市が損失

補償を行っ

ていない団

体 

経常利益・当期経常増減額（ａ） 955,454円 

地方公共団体からの運営費補助額(b) 0円 

a-b 【a-bがマイナスは採算性なしと判断】 955,454円 

正味財産合計又は純資産の部合計(含み損のある資産を保有してい

る場合は当該含み損を反映した額) 

【マイナスは採算性なしと判断】 

32,884,036円 

債務の元利償還費© 円 

当該償還費を地方公共団体からの補助金又は実質的な新規貸付等

に依存している額（d） 
円 

【ｄ÷c×100が10%以上は採算性なしと判断】 ％ 

ウ 

借入金等 

借入金残高 千円 

借入金残高のうち日向市からの借入金 千円 

借入金残高のうち日向市の損失補償、債務保証に係るもの 千円 

損失補償額 千円 

債務保証額 千円 

 

現

状 

と 

課

題 

現状 

東郷町ふるさと公社の業務内容は、牧水公園等の管理業務、ふるさとの家を含む施設貸出業務、牧

水庵運営である。 

平成27年度における東郷町ふるさと公社の決算では、当期純利益747千円で概ね安定はしているも

のの、自主事業である牧水庵の経常利益はマイナス497千円となっており、極めて厳しい状況にある。 

 また、牧水公園交流施設の利用者数については、前年比 1,684人（13.5％）の増加となっているが、季

節的なばらつきがあり年間を通じ安定した誘客には至っていない。特に雨期の時期と秋季から冬期にお

いては施設利用が著しく低下し、春のつつじ開花時から夏季の期間を過ぎると極端に来客が減少する

傾向にある。 

 特徴として、牧水公園施設には多くの観光客が訪れるものの、自ら飲食物を持参する人が大半であり、

一般的な観光地のようにその場でお金を消費する場所としては厳しい環境にあり、牧水庵の収益にも表

れている。 

課題 

 ふるさと公社の主な収入は公園等の指定管理料と施設貸出料であるが、施設貸出料については天候

や社会事情等により変動が激しいことから安定した収益確保は難しく、経営基盤の強化につなげるため

の新たな事業創出等により経営安定化に向けた取組みを実践することが最大の課題である。 

 このことから、施設管理業務に終始することなく、自然豊かな公園の特徴を活かした自主事業（イベン

ト）を企画・開催し、集客を図るとともにふるさとの家やコテージなど公園施設の利用促進、PRを積極的

に行い、牧水公園の有効活用、地域活性化を図る必要がある。 

 また、牧水公園内各種施設については、老朽化に伴う更新・改修費用に係る将来負担も予測されるこ

とから、利用者数や利用者ニーズの実態把握を行い、長期的な視点に基づいた修繕計画を策定する必

要がある。 

 牧水庵に関しては、従来の「そば処」から新たなメニューを追加した「食事処」として利用者増を図りな

がら経営改革に努めているものの依然として厳しい状況にあることを踏まえ、今後、運営方法の在り方や

管理体制の見直しも含めた経営基盤の強化を図り、同地域における唯一の食事処としての社会貢献に

努める必要がある。 



 しかしながら、近年の経営見直しに伴い、設立当初の事業目的との相違がみられることもあり、ふるさと

公社の存続意義を再確認するとともに、中山間地域の厳しい現状等も十分に考慮しながら、今後のふる

さと公社のあり方や見直しの検討を進める必要がある。 

 

５ 経営健全化の計画  

経 

営 

課 

題 

■安定した財政状況の確立 

■自主事業実施による自主財源の確保 

■施設間における相乗効果を図る事業の展開 

■多様化する市民ニーズの実態把握 

■施設・設備の維持 

経 

営 

健 

全 

化 

策 

■施設別の経営状況の把握と経営分析、経営形態の見直し 

■自主事業の企画立案・実施 

■施設間連携の強化 

■市民ニーズを基本とした事業の展開 

■施設維持補修経費の確保 

具

体

的

な

取

組 

項目 具体的取組 効果予測 

経営形態の見

直し 

施設別収支等から、経営状況（施設別）を明

確化し、費用対効果の低い事業の取組みを

強化する。なお、改善が進まない場合、事業

廃止や人員整理など迅速な経営形態の見

直しを行う。 

経営状況の明確化により適切な人員

配置、経営見直しが的確に実施でき

る。また、市民ニーズに応えた効率的

な事業経営が可能となる。 

自主事業の実

施 

自主事業を企画立案・実施し、施設の利用

促進を図る。 

事業実施で、新規客確保と使用料増

収により、財政基盤強化が図られる。 

施設間連携の

強化 

施設間、外郭団体、地域の自治会等との連

携・協力体制を強化し、相乗効果のある事業

を実施する。 

連携した事業を行うことで、経費の効率

化が図られるとともに、相乗効果を生み

利用者増につながる。 

市民ニーズに

基づく事業の

展開 

市民ニーズなど実態把握を行い、費用対効

果を踏まえた事業展開を図る。 

施設の利用状況等実態把握を行い、

事業の選択と市民が求めるサービスの

充実を図る。 

施設維持補修

経費の確保 

老朽化等に伴い発生する施設更新・修繕費

に必要な財源措置（積立等）を行う。 

施設更新に必要な財源を確保すること

で、安定した経営が可能となる。 

成果指標 

（数値目標） 

26年度 

実  績 

27年度 

実  績 

28年度 

目  標 

29年度 

目  標 

30年度 

目  標 

31年度 

目  標 

財

務

指

標 

当期純利益（単位：

千円） 
△4,038 747 431 300 350 400 

流 動 比 率 （ 単

位：％） 
2200％ 1819％ 1735％ 1654％ 1584％ 1523％ 

   

活

動

指

標 

ふるさとの家利用者

数 
2,437 3,573 3,770 3,900 3,950 4,000 

コテージ利用者数 2,430 2,102 2,200 2,300 2,350 2,400 

テニスコート利用者

数 
6,870 5,395 5,700 5,900 6,000 6,100 

キャンプ場利用者数 170 171 180 190 200 210 

牧水庵利用者数 7,000 8,656 9,130 9,600 9,600 9,600 



自主事業開催回数 1 8 10 12 12 12 

特

記

事

項 

【財務指標】 

 

 

【活動指標】 

 

 

 

※以下については、現改革プランを参考に各法人の内容で作成してください。 

 

予定賃貸借表 

 

科目 

26年度 

実  績 

27年度 

実  績 

28年度 

目  標 

29年度 

目  標 

30年度 

目  標 

31年度 

目  標 

【資産の部】       

流動資産 31,759,339 32,875,747 33,426,757 33,847,257 34,317,757 34,838,257 

固定資産 9,788 8,289 7,779 7,279 6,779 6,279 

     合計 31,769,127 32,884,036 33,434,536 33,854,536 34,324,536 34,844,536 

【負債の部】       

流動負債 1,438,993 1,806,948 1,926,948 2,046,948 2,166,948 2,286,948 

【純資産の部】       

株主資本 30,330,134 31,077,088 31,507,588 31,807,588 32,157,588 32,557,588 

資本金 30,650,000 30,650,000 30,650,000 30,650,000 30,650,000 30,650,000 

利益剰余金 ▲319,866 427,088 857,588 1,157,588 1,507,588 1,907,588 

負債及び純資産の部合計 31,769,127 32,884,036 33,434,536 33,854,536 34,324,536 34,844,536 

 

予定損益計算書 

 

科目 

26年度 

実  績 

27年度 

実  績 

28年度 

目  標 

29年度 

目  標 

30年度 

目  標 

31年度 

目  標 

【純売上高】 37,309,368 34,140,748 35,851,000 34,851,000 35,190,000 35,700,000 

【売上原価】 2,500,546 2,578,948 2,700,000 2,600,000 2,550,000 2,500,000 

売上総利益 34,808,822 31,561,800 33,151,000 32,251,000 32,640,000 33,200,000 

【販売費及び一般管理費】 38,712,931 30,746,229 32,514,000 31,753,000 32,042,000 32,502,000 

【営業外収益】 74,657 139,883 2,000 2,000 2,000 2,000 

経常利益 △3,829,452 955,454 639,000 500,000 600,000 700,000 

税引後当期純利益 △4,037,952 746,954 430,500 300,000 350,000 400,000 

 


