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公益財団法人名古屋みなと振興財団定款 

 

平成 25年  4月 1日 

平成 25年 10月 1日 

 

第 1章 総則 

 （名称） 

第１条 この法人は、公益財団法人名古屋みなと振興財団と称する。 

 （事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 （目的） 

第３条 この法人は、名古屋港における海事思想の高揚と海洋文化の普及に努め、

併せて観光事業の振興を図り、名古屋港の発展に寄与することを目的とする。 

 （事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業を行う。 

(1) 名古屋港における海事思想及び海洋文化の普及に関する事業 

(2) 名古屋港の発展を目的としたガーデンふ頭における賑わいの機会と場を提

供する事業 

(3) 前２号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業 

２ この法人は、公益目的事業以外の事業として次の事業を行う。 

(1) 管理運営する施設の利便性を向上させる事業 

(2）船員宿泊施設の運営事業 

(3）前２号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業 

３ 前２項の事業は、愛知県において行うものとする。 

 

第３章  資産及び会計 

 （基本財産） 

第５条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産とし

て理事会で定めたものとする。 

２ 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって

管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産

から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。 

 （事業年度） 

第６条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。 
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（事業計画及び収支予算） 

第７条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを

記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成

し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とす

る。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間

備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後 3箇月以内

に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時

評議員会に提出し、第１号及び第 2号の書類についてはその内容を報告し、第

3号から第 6号までの書類については承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 正味財産増減計算書 

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

(6) 財産目録 

２ 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5年間備え置き、一般の閲覧

に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの

とする。 

(1) 監査報告 

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 

(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な

ものを記載した書類 

 （公益目的取得財産残額の算定） 

第９条  理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規

則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目

的取得財産残額を算定し、前条第２項第 4号の書類に記載するものとする。 

 

第４章 評議員 

 （評議員の定数） 

第１０条 この法人に評議員 13名以内を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第１１条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法



 3 

律（以下「法人法」という。）第 179 条から第 195 条までの規定に従い、評議

員会において行う。 

２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければなら

ない。 

(1) 各評議員について、次のイからへまでに該当する評議員の合計数が評議員

の総数の 3分の１を超えないものであること。 

  イ 当該評議員及びその配偶者又は 3親等内の親族 

 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者 

 ハ 当該評議員の使用人 

 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他

の財産によって生計を維持しているもの 

 ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 

 へ ロからニまでに掲げる者の 3親等内の親族であって、これらの者と生計を

一にするもの 

(2) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニまでに該当する評議員 

の合計数が評議員の総数の 3分の１を超えないものであること。 

 イ 理事 

 ロ 使用人 

 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理

人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行す

る社員である者 

 ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議

員を除く。）である者 

  ① 国の機関 

  ② 地方公共団体 

  ③ 独立行政法人通則法第 2条第 1項に規定する独立行政法人 

④  国立大学法人法第 2条第 1項に規定する国立大学法人又は同条第 3項に

規定する大学共同利用機関法人 

  ⑤ 地方独立行政法人法第 2条第 1項に規定する地方独立行政法人 

⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で

あって、総務省設置法第４条第１５号の規定の適用を受けるものをいう。）

又は認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官

庁の認可を要する法人をいう。） 

３ 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 

 

（評議員の任期） 



 4 

第１２条 評議員の任期は、選任後 4年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退

任した評議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第 10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員とし

ての権利義務を有する。 

 （評議員に対する報酬等） 

第１３条 評議員は無報酬とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。 

 

第５章 評議員会 

 （構成） 

第１４条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

 （権限） 

第１５条 評議員会は、次の事項について決議する。 

(1) 評議員、理事及び監事の選任及び解任 

(2) 理事及び監事の報酬等の額 

(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認 

(4) 定款の変更 

(5) 残余財産の処分 

(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 （開催） 

第１６条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3箇月以内に１回

開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。 

 （招集） 

第１７条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基

づき理事長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し

て、評議員会の招集を請求することができる。 

 （議長） 

第１８条 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選で選出する。 

 （決議） 

第１９条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除

く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す

る評議員を除く評議員の 3分の 2以上に当たる多数をもって行わなければなら
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ない。 

(1) 監事の解任 

 (2) 定款の変更 

 (3) その他法令で定められた事項 

３ 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごと

に第 1 項の決議を行わなければならない。評議員の候補者の数が第 10 条に定

める定数を上回る場合又は理事若しくは監事の候補者の合計数が第 23 条に定

める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票の多い順

に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 （決議の省略） 

第２０条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合にお

いて、その事項について決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員

会の決議があったものとみなす。 

 （報告の省略） 

第２１条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した

場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、

評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その

事項の評議員会への報告があったものとみなす。 

 （議事録） 

第２２条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作

成する。 

２ 議長は、前項の議事録に記名押印する。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10 年間備え置かな

ければならない。 

 

第６章 役員等 

 （役員の設置） 

第２３条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事 12名以上 20名以内 

(2) 監事 2名以内 

２ 理事のうち 1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち各 2名以内を専務理

事及び常務理事とする。 

３ 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をも

って法人法第 197 条において準用する法人法第 91 条第１項第２号の業務執行

理事とする。 

 （役員の選任） 
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第２４条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定

する。 

 （役員の資格） 

第２５条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他

特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の 3分の１を超えて含ま

れることになってはならない。 

２ この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含

む。）及び評議員（親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びにこの法人の

使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係

があってはならない。 

３ この法人の評議員のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊

の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか１人及びその親族その他特殊

の関係がある者の合計数が、評議員総数（現在数）の３分の１を超えて含まれ

ることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊

の関係がある者が含まれてはならない。 

 （理事の職務及び権限） 

第２６条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、

職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そ

の業務を執行する。 

３ 専務理事は、理事長を補佐し、法人の常務を統括し、理事長に事故があると

き、又は理事長が欠けたときは、その職務を行う。 

４ 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、法人の常務を分担処理し、理事

長及び専務理事に事故があるとき、又は理事長及び専務理事が欠けたときは、

その職務を行う。 

５ 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に 4箇月を超える間隔で 2回

以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 （監事の職務及び権限） 

第２７条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監

査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の

業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 （役員の任期） 

第２８条  理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
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る定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠と

して選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。 

４ 理事又は監事は、第 23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了

又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事

又は監事としての権利義務を有する。 

 （役員の解任） 

第２９条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議に

よって解任することができる。 

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 

 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 

２ 前項の場合において、その理事又は監事に対し、評議員会の決議の前に弁明

の機会を与えることができる。 

 （役員の報酬等） 

第３０条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会にお

いて別に定める報酬等の支給の基準により報酬等を支給することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。 

 （損害賠償責任の免除） 

第３１条 この法人は、法人法第 198条で準用する法人法第 114条第 1項の規定

により、任務を怠ったことによる役員（役員であった者を含む。）の損害賠償

責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。 

 （顧問） 

第３２条 この法人に、任意の機関として 5名以内の顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、次の職務を行う。 

(1) 理事長の諮問に応じ意見を述べること。 

(2) 諮問された事項について会議に出席して意見を述べること。 

３ 顧問は、理事会の同意を得て学識経験者の中から理事長が委嘱する。 

４ 顧問の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 顧問には、第 30 条の規定を準用する。この場合において、同条中「役員」

とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。 

  

第７章 理事会 

 （構成） 

第３３条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

  

（権限） 
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第３４条 理事会は、次の職務を行う。 

(1) この法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 

 （招集） 

第３５条 理事会は、理事長が招集するものとする。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集

する。 

 （議長） 

第３６条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事又は常務理事

が理事会の議長となる。 

 （決議） 

第３７条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理

事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、法人法第 197 条において準用する法人法第 96 条

の要件を満たしているときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 （報告の省略） 

第３８条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項

を通知した場合においては、その事項を理事会へ報告することを要しない。 

２ 前項の規定は、第 26条第 5項の規定による報告には適用しない。 

 （議事録） 

第３９条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成

する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長

の変更を行う理事会については、出席した理事長及び監事に加え、他の出席し

た理事のうち１名も記名押印する。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10 年間備え置かな

ければならない。第 37 条第 2 項の規定により作成した理事会の決議の省略の

意思表示を記載した書面についても、同様とする。 

 

第８章 定款の変更及び解散 

 （定款の変更） 

第４０条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、第 3 条、第 4 条及び第 11 条の規定の変更についても適用す

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第 42条の規定は変更することができない。 
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 （解散） 

第４１条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功

の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 

 （公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第４２条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法

人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除

く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財

産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1箇月以内に、公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。）第 5

条第 17号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40条第１項に規定する公益

法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 （残余財産の帰属） 

第４３条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決

議を経て、認定法第 5条第 17号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40条

第１項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に

贈与するものとする。 

 

第９章 公告の方法 

 （公告の方法） 

第４４条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方

法により行う。 

 

第１０章 雑則 

   （事務局） 

第４５条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局職員のうち、重要な使用人の選任及び解任は、理事会の承認を経て行

わなければならない。 

３ その他の事務局の職員は、理事長が任命する。 

４ 事務局に関する事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。 

 

(株式の保有) 

第４６条 この法人が保有する株式（出資）について、その株式（出資）の発行

会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あら

かじめ理事会において理事総数（理事現在数）の 3分の 2以上の承認を要する。 

 (1) 配当の受領 

  (2) 無償新株式 

  (3) 株主配当増資への応募 
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  (4) 株主宛配付書類の受領 

 （委任） 

第４７条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、

理事会の決議により別に定める。 

    

附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（以下「整備法」という。）第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立

の登記の日から施行する。 

２ 整備法第 106条第 1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設

立の登記を行ったときは、第 6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日

を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

３ この法人の最初の代表理事である理事長は、次に掲げる者とする。 

  山田孝嗣 

４ この法人の最初の業務執行理事である専務理事は、次に掲げる者とする。 

  星野正典 

５ この法人の最初の業務執行理事である常務理事は、次に掲げる者とする。 

  祖一誠、剣持嘉明 

６ この法人の第１項の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。 

  山田孝嗣、沼野秀樹、安藤隆光、宮村喜明、長谷川二三夫、熊澤由行、久野

裕之、星野正典、祖一誠、剣持嘉明、山内均、丸井康夫 

７ この法人の第１項の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。 

古橋利治、岡田康延 

８ この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 

杉浦健二、加古三津代、壺谷幸也、堀崎亘、細谷孝利、髙橋治朗、今井光三、

鯉江信雄、内藤能房、今田仁志 

   附 則 

 この定款は、平成２５年１０月１日から施行する。 



役職 氏名 常勤・非常勤

評議員 間所　陽一郎 非常勤

評議員 溝口　正己 非常勤

評議員 芝　康夫 非常勤

評議員 太田　洋一 非常勤

評議員 細谷　孝利 非常勤

評議員 髙橋　治朗 非常勤

評議員 直里　公司 非常勤

評議員 村上　幸久 非常勤

評議員 内藤　能房 非常勤

評議員 中島　藤隆 非常勤

評議員 近藤　隆之 非常勤

公益財団法人名古屋みなと振興財団　評議員名簿
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平成２６年度

公益財産法人名古屋みなと振興財団　事業計画書



平成２６年度公益財団法人名古屋みなと振興財団事業計画 

 

 

平成２６年度は、本財団が名古屋港管理組合から３期目の指定管理者として各施設（名古屋港

水族館、名古屋港ポートビル、南極観測船ふじ及びガーデンふ頭臨港緑園）の運営を行う初年度

となる。また名古屋港ポートビルはオープンから３０周年を迎える。こういった状況を踏まえ、

これまで以上に、施設の公平・公正な使用及び管理運営の効率化を推進し、より柔軟で、きめ細

かなサービスの向上を目指し、名古屋港における海事思想の高揚と海洋文化の普及に努め、併せ

て観光事業の振興を図るとともに、名古屋港の発展により一層寄与することができるよう、次の

各事業を行う。 

 

 

１ 公益目的事業 

 (１) 海事思想及び海洋文化の普及に関する事業 

① 指定管理施設（水族館）を活用した海洋生物の展示等 

  海洋生物の展示を通して海洋文化にふれあう場を提供する。 

展示にあたってはテーマに沿った計画を策定し、生物の健康と飼育環境管理を適正に行

い、生物の特性を引き出す展示を行うとともに、飼育担当者等による解説等を積極的に行

い、来館者への海洋文化普及を促す。 

 

  ② 体験プログラムを通じた海洋文化の普及 

    小中学生を対象とした水族館内でのスクール、広く一般を対象とした野外観察会、講演

会など主に水生生物に関する知識を深めるための体験プログラムを実施する。 

  「君もドリトル先生になれるか！～飼育員と一緒に語ろう動物の世界」、「海辺の生物観

察会」、「ナイトウォッチング」、「イルカの飼育ミニツアー」等を開催するほか、「さんご

礁の海へ」等の特別展を開催する。 

 

③ 指定管理施設（海洋博物館・南極観測船ふじ等）を活用した海事に関する展示等 

これらの施設において所蔵している海事に関する資料を展示公開することにより、海事

思想にふれあう場を提供し、来館者への海事思想普及を促す。また、今年度は海洋博物館

が開館から３０周年を迎えることから、博物館のリニューアルを行う。リニューアルにあ

たっては、最新の展示手法や映像技術を取り入れた展示や、体感型のシミュレーターの導

入など、より多くの来館者に、海、船、港に関する興味関心を高めてもらい、海事文化の

普及により一層の効果をあげるべく工夫を凝らす。 

また、ポートビル２階回廊ギャラリーは無料で利用できる市民ギャラリーとして、海に

関する作品や、海に関わる人々の作品を多く展示している。さらに、ポートビル全体を会

場として、「船を待つ」をテーマに制作された多くの芸術作品を展示する「名古屋港アー

トフェスティバル」といった行事により、芸術的側面からも海事文化の普及を促進する。 
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④ 体験プログラムを通じた海事思想の普及 

広く一般を対象とし、海事に関する知識を深めるための体験型のプログラムや映画鑑賞

会を実施する。具体的には「名古屋港社会見学会」、「星空観察会」、「南極教室」、「海の映

画会」、「工作教室（ペーパークラフト、３Ｄ立体カード製作）」、「ボトルシップの製作講

座」等、様々な年齢層に興味を持ってもらえるような多くの企画、イベントを開催する。 

また、名古屋港ポートビル 30周年記念特別展「名古屋海洋博物館 30年を振り返る～海

と船と共に歩んだ 30年～」（仮称）を開催する。この特別展は、博物館の過去の展示物や

特別展の一部再現、未公開品の展示などを行うことにより、海洋博物館およびポートビル、

さらには名古屋港そのものが歩んできたこの３０年間を振り返りながら、過去から現在、

そして未来の名古屋港へと続く歴史の一端を来館者に体感してもらい、更なる海事思想の

普及を図る。 

 

  ⑤ 機関紙等による情報提供 

    機関紙等を発行し、野生動物や水族館に関する情報を提供する。作成した製作物は、館

内配布により来館者に提供し、関係諸機関及び購読一般希望者には必要に応じ送付する。 

    水族館機関紙「ニュースレターさかなかな」、生物情報誌「新着海の生き物レター」、学

習教材「観察ノート」を作成し、発行、配布する。 

 

  ⑥ 学生の職場訪問及び教員研修等の受け入れ 

    教員、学生を対象とした教員研修や職場訪問・体験指導などを受け入れ水族館及び海洋

博物館等での体験プログラムや解説を実施し、また、学校団体へのレクチャーを実施する

ことにより、参加者及び参加者を通じて一般市民へ海洋文化及び海事思想の普及を図る。 

 

  ⑦ ボランティアの育成、活用 

 水族館において、展示生物の解説、スクールや野外観察会などの補助といった教育普及

業務を行う解説ボランティア制度を導入している。この制度は、ボランティアへ行う研修

や彼らが行う解説活動などを通して彼らの自己啓発や自己実現という生涯教育の場を提

供するとともに、習得した知識・技術を用いて来館者へより大きな興味・感動を呼び起こ

すことを目的としている。今年度も多くのボランティア(２００名)を活用し、ボランティ

ア及び来館者へ海洋文化の普及を図る。併せて今年度は同制度の創設２０周年を迎えるこ

とから、記念事業を行い、ボランティア自身の自主企画を積極的に支援する。  

 また、南極観測船ふじにおいては、展示解説などの教育普及業務、及びふじの軽補修（メ

ンテナンス）を行うボランティア制度を導入している。２６年度はふじの解説ボランティ

アを新たに４名追加採用し１０名体制の活動により、ボランティア参加者自身、及び来港

者への海事思想の普及を促す。 

 

⑧ 海洋生物等の調査研究 

     海洋生物等の自家採集及び国内外の関係機関と連携して生物収集を行うほか、血統の登

録管理や他園館との生物の交換または貸借の調整を行うとともに、海洋生物等の飼育研究

及び希少生物の飼育繁殖研究、フィールド調査、保護活動等の調査研究活動を実施する。 

 具体的には、２５年度に引き続き、水族館で繁殖したアカウミガメ、タイマイについて、

更なる回遊経路の解明に向けて各機関と共同で調査研究を進め、ウミガメ類の野生復帰の
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試みを図る。     

 また、名古屋港内の小型鯨類スナメリの生息数調査を本格的に開始し、スナメリの保護

に関する基礎的なデータを収集するとともに、自然保護に関する啓蒙活動などにつなげて

いく。 

 

（２） ガーデンふ頭における賑わいの機会と場を提供する事業 

① 名古屋港観光施設協議会の運営事業 

ガーデンふ頭地区を中心とした観光施設等が一体的に協力し、名古屋港観光施設協議会

を通じて、相互の情報交換や連携を図り、名古屋港の観光客誘致に向けた観光推進ＰＲ、

誘致営業・宣伝事業等を行う。 

観光展「ゴーゴー名古屋港！」を実施するほか、旅行代理店、学校団体、宿泊施設等を

訪問し誘致営業、宣伝事業を行う。 

② 情報誌の発行 

名古屋港の観光施設の情報を掲載した無料情報誌を発行し、県内外の各所に配布するこ

とにより、名古屋港の観光情報を発信し、来訪者の増加を図る。 

「名古屋港水族館とガーデンふ頭のにぎやか情報誌」、「ゴーゴー名古屋港（名古屋港ガ

ーデンふ頭ガイドマップ）」等を発行し配布する。 

③ 各種観光団体及び市内交通機関との連携を図る事業 

県内の関係団体が主催するイベントに参加することにより、県内の観光施設との連携及

び情報の共有化を図る。また、名古屋市交通局と連携し、市営交通機関利用者に対し、当

財団の施設入場料の割引を行うことにより、名古屋港への来訪者の増加を図り、この地域

の活性化を図る。また、東山動物園や名古屋市科学館など、近隣施設との相互利用の促進

を図る。 

④ 指定管理施設（ガーデンふ頭臨港緑園・ジェティ）を活用したイベントの開催 

ガーデンふ頭地区においてイベントの実施、誘致を通じ、港に賑わいを創出し親しまれ

る港づくりを推進する。 

    「名古屋港開港祭フレンドリーポート」、「ガーデンふ頭新春イベント」、「スターライト

レビュー」等を実施する。 

    また、「港区区民まつり」、「名古屋市消防出初式」、「よさこい夢まつり」、「築港祭」等

のイベントを誘致する。 

 

２ 公益目的事業以外の事業 

（１）管理運営する施設の利便性を向上させる事業 

ミュージアムショップ、レストラン、売店及び自動販売機を運営することにより、公益

目的事業の一助とする。また２５年度に導入した「法人サポーター制度」を活用し、本財

団の各施設、事業の更なる充実を図る。 

（２）船員宿泊施設の運営事業 

船員宿泊施設である名古屋船員会館（ハーバーロッジなごや）の運営事業を受け入れ、

当該事業を運営することにより、船員はもとより来港者の宿泊を促し、観光事業の振興の

一助とする。 
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