
小笠原諸島返還５０周年
記念事業報告書

（令和元年５月１６日）

小笠原諸島返還５０周年記念事業実行委員会
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１．事業概要

小笠原諸島返還５０周年記念事業

小笠原諸島返還５０周年記念事業実行委員会

国土交通省、東京都

小笠原海運株式会社、 公益財団法人東京都島しょ振興公社、五洋建設株式会社、
鹿島建設株式会社、日本電気株式会社、前田道路株式会社、昱株式会社、
小笠原村建設協力会、ソフトバンク株式会社、大成建設株式会社、
飛島建設株式会社、株式会社ドコモＣＳ、株式会社日立システムズ、
七島信用組合、興和通信建設株式会社、田中電気株式会社、
東日本電信電話株式会社、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社、管清工業株式会社、
株式会社ナショナルランド、平川音響株式会社、株式会社共勝丸、
八幡丸漁業運輸株式会社、公益財団法人東京都公園協会、
東京電力パワーグリッド株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
（26社･団体、順不同）

平成29年4月1日～平成30年12月31日（一部事業は平成31年3月31日まで）

小笠原村父島・母島及び東京

小笠原諸島が米国から返還されて50周年という記念の節目を全村をあげて祝い、
先人たちが築き上げてきた歴史と伝統を振り返る。あわせて、村の魅力を再認識し
て次世代に伝え、活かすことにより、郷土への誇りと愛着を高め、明るい未来に向
けた魅力あふれる小笠原を創造する。
記念事業を通じ、村民や各団体等と行政が一体となり、未来に向け小笠原村が

どう進むべきかを考え、スタートを切る起点となるような事業とする。

(１)キーワード：特異な歴史と文化
先人たちの築き上げてきた歴史と文化に敬意を表するとともに、ふるさと小笠原
の誇りと愛着をさらに高める。

(２)キーワード：村民の思いを一つに
返還５０周年を全村をあげて祝い、本村の魅力を結集することにより、小笠原の
地域力を高める。

(３)キーワード：世界に向けて発信
小笠原の素晴らしさを村内外に向けて発信し、産業、経済、観光など地域経済
のさらなる発展の契機とする。

【祝祭事業】村民が広く記念事業を楽しむことができ、島に活力を与える事業
【歴史･文化啓発事業】小笠原諸島の特異な歴史･文化を再認識し、啓発する事業
【未来創出事業】返還50周年を村内外に向けて発信するともに、未来を創出するこ

とに資する事業

【主催事業】実行委員会が企画し、主催する事業
【協賛事業】実行委員会以外の事業主体が実施する事業で協賛にふさわしい事業
【自主事業】村民等(団体･グループ)が主体となり自主的に実施する事業
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小笠原諸島返還５０周年シンボルマークを公募し、決定。作者：宮﨑 信行氏(東京都)

小笠原諸島返還５０周年キャッチコピー

小笠原諸島返還５０周年キャッチコピーを公募し、決定。作者：矢吹 美智子氏(栃木県)

夢受け継いで５０年、未来へ羽ばたけ小笠原

※キャッチコピー及びロゴマークを一般公募し、実行委員会により決定。
・募集期間 平成２７年１１月２日（月）～平成２８年２月５日
・応募総数 応募点数 応募人数

キャッチコピー １，７４０点 ８１０人
ロゴマーク ３６６点 ２９１人

小笠原諸島返還５０周年ロゴマーク
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事業予定

主催事業 協賛事業 自主事業

実行委員会が企画し、主催する
事業

実行委員会以外の事業主体が実
施する事業で協賛にふさわしい事
業

村民等(団体･グループ)が主体
となり自主的に実施する事業
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テ
ー
マ
別
事
業

概
要

祝祭事業 村民が広く記念事業を楽しむことができ、島に活力を与える事業

歴史･文化啓発事業 小笠原諸島の特異な歴史･文化を再認識し、啓発する事業

未来創出事業 返還50周年を村内外に向けて発信するともに、未来を創出することに資する事業

平成30年
･母島返還祭
･大花火大会(母島)
･返還記念式典(父島)
(祝賀パレード､祝賀会)
･記念パレード、セレモニー
(母島)
･大花火大会(父島)
･Bonin Bon-Odori Festa.
(内地イベント)(竹芝)
･OGASAWARA MUSIC FESTIVAL
(父島･母島)
･島の同窓会 in 小笠原
(父島･母島)

平成30年
･返還50周年記念誌発行
･｢返還から50年の記録｣
映像制作

･文化歴史交流祭
(父島･母島)

平成29年
･凧作り教室(父島)
平成30年
･凧作り教室(母島)
･中吉丸の歴史継承･交流
事業
･ｱｳﾄﾘｶﾞｰｶﾇｰﾚｰｽ大会(父島)
･ｱｳﾄﾘｶﾞｰｶﾇｰﾚｰｽ大会(母島)

平成30年
･おいし～ま小笠原
(料理講習会、ﾚｼﾋﾟｺﾝﾃｽﾄ)

･小笠原の明日を考える
シンポジウム

平成30年
･母島フェスティバル
･小笠原村産業祭(父島)
･島じまん2018参加(東京)
･ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(父島)
･母島納涼祭
･オガグワの森プロジェクト
･ハハジマ森の道

プロジェクト

平成29年
･小笠原ﾖｯﾄﾚｰｽ2017
･ｽﾃｨｰﾙパン発展事業(父島)
平成30年
･天体観望会(父島･母島)
･ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画

｢BONIN TIMES｣制作
･島しょ高校生ｻﾐｯﾄ(父島)
･ｶﾞﾗﾊﾟｺﾞｽ諸島との学生交流
(父島･母島)

平成29年
･父島､母島返還祭
･OGASAWARA ISLAND JAZZ
(父島･母島)
･ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝﾊﾟｰﾃｨ(父島)
平成30年
･海びらき(父島･母島)
･父島返還祭
･父母交流ｽﾎﾟｰﾂ大会(父島)

平成30年
･記念寄席(父島･母島)
･母島ゲートボール大会
･三社合同神輿渡御祭(父島)
･記念剣道大会(父島)

平成30年
･沖ノ鳥島ツアー（中止）



平成29年 ◇小笠原ヨットレース2017 <5/2>
◇父島返還祭 <6/24>
◇スティールパン発展事業
(調律師招致) <6/29～7/2>

◇サマーフェスティバル <8～9月>
◇ISLAND JAZZ 2017 <11/25>
◇凧作り教室 <12/23～25>
◇カウントダウンイベント<12/31>

プ
レ
イ
ベ
ン
ト

◇海びらき <1/1>
◇凧あげ大会 <1/8>
◇天体観望会 <1/20>

◇ガラパゴス諸島との学生交流
<3/5～14>

◇海びらき <1/1>
◇凧作り教室 <1/26～28>

2月 ◇小笠原DAY参加(東京) <2/12>
◇おいし～ま小笠原
料理レシピコンテスト(父島)
募集期間<2/1～9/30>

1月

3月

◇おいし～ま小笠原
創作料理講習会(母島)<4/18,19>

◇小笠原村産業祭 <4/30>

◇沖ノ鳥島ツアー <6/8～10>
◇父島返還祭(父島) <6/26>
◇島の音楽CD完成配布 <6/27>

◇ガラパゴス諸島との学生交流
<3/8～10>

◇母島フェスティバル <6/3>
◇母島ゲートボール大会 <6/17>
◇島の音楽CD完成配布 <6/27>

5月 ◇島じまん2018参加 <5/26､27>
◇お絵かきイベント<父5/3､母5/4>

◇母島返還祭・大花火大会(母島)
<6/23,24>

◇50周年記念誌･｢返還から50年の
記録｣映像配布 <6/26日予定>

◇記念式典・祝賀パレード(父島)
<6/30>

4月

6月

◇50周年記念寄席 <5/21> ◇50周年記念寄席 <5/22>

◇母島記念ｾﾚﾓﾆｰ・ﾊﾟﾚｰﾄﾞ <7/1> ◇ｱｳﾄﾘｶﾞｰｶﾇｰﾚｰｽ大会 <7/1>
◇天体観望会 <7/16>
◇島しょ高校生サミット<7/26,27>

◇天体観望会 <7/5>

◇母島納涼祭 <9/1>
◇ｱｳﾄﾘｶﾞｰｶﾇｰﾚｰｽ大会 <9/23>

8月 ◇大花火大会(父島) <8/11>
◇島の同窓会 in 小笠原

<父島8/27・母島8/28>

◇Bonin Bon-Odori Festa(東京) 
<9/29>

7月

9月

◇サマーフェスティバル <8～9月>
◇天体観望会 <8/30>

◇文化歴史交流祭<父10/7母10/8>

◇明日を考えるｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ) <10/21>

◇OGASAWARA MUSIC FESTIVAL

<父島10/26～28 ･母島10/28>

◇ドキュメンタリー映画
「BONIN TIMES」上映 <9/1>

◇オガグワの森植樹会 <12/9>

◇50周年記念剣道大会 <12/15>

◇父母交流スポーツ大会 <12/15>

11月

10月

12月

◇三社合同神輿渡御祭 <11/11>

◇ｱｳﾄﾘｶﾞｰｶﾇｰ新艇お披露目会

<11/18>

◇母島の森植樹会 <11/11>

平成30年

◇母島返還祭前夜祭 <6/24>
◇母島返還祭当夜祭 <6/25>

◇母島納涼祭 <8/26>
◇ISLAND JAZZ 2017 <11/26>

主催事業等
協 賛 事 業 ・ 自 主 (補 助) 事 業

年間事業スケジュール

５

1月

平成31年
◇中吉丸漂流記上映･交流会 <1/8>

◇ｱｳﾄﾘｶﾞｰｶﾇｰ新艇お披露目会<1/3>

◇中吉丸漂流記上映･交流会 <1/9>



２．主催事業（12事業 事業費総額99,255,509円）

１．おいし～ま小笠原：料理レシピコンテスト(父島)、創作料理講習会(母島)
(1) 料理レシピコンテスト（父島）

実施日 レシピ募集：平成30年2月1日～6月30日(延長～9月30日)
レシピ集配布：平成31年2月初旬

事業内容 島の食材を活用した料理レシピコンテストを開催。入賞作品、応募作品をレ
シピ集にして村内に配布するとともに、大手レシピサイト｢クックパッド｣内
小笠原村公式キッチンにも掲載。

応募作品数 料理部門17作品、ドリンク部門7作品、スイーツ部門14作品
審査員 一次審査 料理部門：フードコーディネータ田中稔

ドリンク部門･スイーツ部門：フレアーバーテンダー北條智之
最終審査 村民投票

優勝作品 料理部門：平成29年度母島中学校２年生「まるごとトマトの島コロッケ」
ドリンク部門：あかしさん「贅沢♥パッションジュース」
スイーツ部門：松林浩之さん「冬瓜と島レモンのゼリー」
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(2) 創作料理講習会（母島）
実施日 平成30年4月18日(水)、19日(木)
実施場所 小笠原村母島支所大広間
事業内容 フードコーディネータ田中稔氏を招請し、現在の島の生活にあった小笠原の

新しい創作郷土料理の講習会を開催。講習メニューは4/30父島開催の「小笠
原村産業祭」にも出品。

講習メニュー 鯛のチリソース丼、ソデイカのすり身サトウキビ揚げ、サワラ照り焼きサ
ンド、パッションフルーツのココナッツゼリー、おにぎりの鯛味噌

参加者 ①4/18午前10名、②4/18午後12名、③4/19午前12名、④4/19午後12名

実施日 平成30年6月23日(土)、24日(日)
実施場所 母島脇浜なぎさ公園 来場者 200人
事業内容 南洋踊り、フラ、保育園児、壮年会などの演芸披露。母島観光大使Okeiさんライ

ブ、友好町村八丈町より八丈太鼓等が披露された。24日当夜祭には大花火大会も
開催。その他、記念祭前にスポーツ大会、ゲートボール大会、駅伝大会を開催。

２．母島返還祭
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発行日 平成30年6月26日
題名 原色 小笠原の魂—The Spirit of Ogasawara Islands
事業内容 人間を中心とした視点から、先人たちが築き上げてきた歴史や文化、生活の営みを

見つめ直すとともに、小笠原の魅力を再認識し、村内外に向けて小笠原の持つ可能性
と豊かさをアピールする内容とした記念誌を発行。Ａ４版横152ページ

【眺めて知る小笠原】原色・小笠原諸島ＭＡＰ
【 Spirit 01/プロローグ】小笠原博物誌 OGASAWARA AtoZ
【 Spirit 02/現在】小笠原に暮らすということ
【 Spirit 03/過去】小笠原クロニクル
【 Spirit 04/未来】小笠原の未来予想図
【エピローグ/OGASAWARA INFO GRAPHIC】数字で見る小笠原諸島

監修 石原 俊／明治学院大学教授(社会学者)
発行部数 記念誌 3,000部(付録：「返還から50年の記録」映像ＤＶＤ)

DVD-ROM 1,000部(電子書籍：記念誌内容･映像を含む)
配布 村内各世帯、旧島民、関係機関、その他

実施日 母島：平成30年6月24日(日) 母島返還祭当夜祭にて実施
父島：平成30年8月11日(土) サマーフェスティバル盆踊り大会にて実施

事業内容 母島返還祭及び父島サマーフェスティバルにおいて、盛大な花火大会を開催し祝賀
ムードを盛り上げた。
母島：花火400発打ち上げ、ナイアガラ１基
父島：花火600発打ち上げ

３．大花火大会（父島、母島）

４．記念誌発行

発行日 平成30年6月26日
上記記念誌付録DVD、電子書籍DVD-ROM内に収録して配布

事業内容 過去の写真や映像等から、小笠原諸島の歴史をたどり今昔の風景を比較する映像や
エポックメイキングな出来事を取り上げた映像を製作。
①返還から50年｢島の今昔｣②小笠原墓参の記録｢南方同胞援護会｣
③返還｢復興から振興への道｣④天皇皇后行幸啓⑤世界自然遺産登録

５．映像制作「返還から50年の記録」
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実施日 平成30年6月30日(土)16:00～祝賀パレード、17:00～記念式典
実施場所 祝賀パレード 都道父島生協前～大神山公園お祭り広場

記念式典 父島大神山公園お祭り広場
事業内容 (1) 祝賀パレード 参加者 19グループ計700人、沿道見学者700人

①横断幕：国土交通大臣・東京都知事・村長・議長・小学６年生
②海上自衛隊横須賀音楽隊、③小笠原小学校④父島クラブ⑤島の子すいみー
⑥太鼓会⑦小笠原中学校⑧小笠原高校⑨南洋踊り保存会⑩LoCo Pan
⑪ちびっ子クラブ⑫世界遺産シスターズ⑬父島保育園⑭一世風靡したシニア
⑮小笠原交通少年団⑯ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ⑰小笠原村消防団
⑱プア・ナニ・オ・マクア⑲掃海艇ちちじま⑳スイングブロー

(2) 記念式典 来場者 来賓含め900人
共催：東京都
来賓：石井啓一国土交通大臣、小池百合子東京都知事、

尾崎大介東京都議会議長、三宅正彦東京都議会議員、
石原宏高衆議院議員、松原仁衆議院議員、都議会各会派代表、
他関係自治体、団体、功労者等計223名

次第：①主催者挨拶 実行委員会会長(小笠原村長)森下一男
②挨拶 東京都知事小池百合子
③来賓祝辞 内閣総理大臣安倍晋三(代読: 国交大臣)

石原宏高衆議院議員
松原 仁衆議院議員
尾崎大介東京都議会議長
三宅正彦東京都議会議員

④来賓紹介
⑤功労者表彰 受賞者36名、当日出席者19名
⑥記念合唱 ｢アオウミガメの旅｣小笠原小学校
⑦万歳三唱 池田 望小笠原村議会議長

６．記念式典・祝賀パレード（父島）
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実施日 父島：平成30年8月27日(月)
母島：平成30年8月28日(火)

実施場所 父島：セレモニー 小笠原小中学校体育館
懇談会・交流会 地域福祉センター多目的ホール

母島：セレモニー・懇談会 母島小中学校交流室
交流会 元地休憩施設

事業内容 村立小学校・中学校、都立高校の卒業生・教員に集まっていただき島全体の
同窓会を開催。

(父島)セレモニー 参加者：村外23名、村内11名、計34名
懇談会 参加者：村外25名、村内8名、 計33名
交流会 参加者：村外24名、村内57名、計81名

(母島)セレモニー 参加者：村外5名、 村内4名、 計9名
懇談会 参加者：村外2名、 村内3名、 計5名
交流会 参加者：村外5名、 村内7名、 計12名

８．島の同窓会 in 小笠原

実施日 平成30年7月1日(日)11:00～記念パレード、11:30～記念セレモニー
実施場所 母島記念パレード 村道がじゅ下前～母島小中学校前

母島記念セレモニー 母島小中学校体育館
事業内容 (1) 母島記念パレード 参加者：30人、沿道見学者320人

①横断幕：国土交通大臣・東京都知事・村長・中学生
②海上自衛隊横須賀音楽隊③島民有志

(2) 母島記念セレモニー 来場者：来賓含め320人
共催：東京都
来賓：石井啓一国土交通大臣、小池百合子東京都知事、

尾崎大介東京都議会議長、三宅正彦東京都議会議員、
石原宏高衆議院議員、松原仁衆議院議員、都議会各会派代表、
他関係自治体、団体、功労者等計94名

次第：①主催者挨拶 実行委員会会長(小笠原村長)森下一男
②挨拶 東京都知事小池百合子
③来賓祝辞 国土交通大臣石井啓一
④来賓紹介
⑤島民祝賀メッセージ 宮澤武二郎
⑥記念合唱 ｢大切なもの｣母島小中学校
⑦記念演奏 海上自衛隊横須賀音楽隊

７．母島記念セレモニー、母島記念パレード
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実施日 父島：平成30年10月7日(日)
母島：平成30年10月8日(月･祝))

実施場所 父島：大神山公園お祭り広場 来場者 600人
母島：脇浜なぎさ公園 来場者 200人

事業内容 小笠原諸島で培われてきた芸能文化のルーツと
交流を図るため、ステージイベントの他ワーク
ショップや交流会を開催。
(招聘団体)南洋踊り 島民ダンス保存会（沖縄）

フラ ハーラウ・オ・キア（ハワイ）
太鼓 八丈島民謡保存会（八丈島）
スティールパン ワイワイスティールバンド（内地）

(村内団体)南洋踊り保存会、ナァ･プア･ナニ･オ･マクア、ナァ･マカナ･ノ･マクアヒ
ネ、八星流太鼓、ぼにん囃子、太鼓会、小笠原太鼓同好会、KAKA、ボニ
ン･スティール･オーケストラ、ロコ･パン、ボニリズム

10．文化歴史交流祭（父島、母島）

実施日 平成30年9月29日(土)15:00～20：30
実施場所 東京竹芝客船ターミナル 来場者 延3,000人
事業内容 小笠原出身者、島での生活経験者、小笠原ファンと

喜びを共有するため、竹芝客船ターミナル内でライブ、
特産品販売、盆踊り等を開催。

９．Bonin Bon-Odori Festa 50周年だよ 竹芝で全員集合!!
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実施日 父島：平成30年10月27日(土)、28日(日）
母島：平成30年10月28日(日))

実施場所 父島：大神山公園お祭り広場 来場者 10/27:600人
10/28:600人

母島：脇浜なぎさ公園 来場者 100人
事業内容 内地からプロのアーティストを招聘し、村内の参加者を

交えライブコンサートを開催。その他ミニライブやダンス・
楽器教室などのワークショップを開催。
(招聘アーティスト)19グループ
(村内参加者) 6グループ

12．OGASAWARA MUSIC FESTIVAL（父島、母島）

実施日 平成30年10月21日(日)
実施場所 父島：海上自衛隊父島基地分遣隊体育館 参加者 100人

母島：小笠原村母島支所大会議室 参加者 30人
東京：小笠原村東京連絡事務所会議室 参加者 15人
ＴＶ会議システムにより三元中継で実施。

事業内容 テーマ：「ふるさと」への想いと未来を考える」
様々な背景を持つ島民を受け入れながら、再び村として
の道を歩み続け、50周年をむかえた小笠原村。
「ふるさと」という観点から考えるシンポジウムを開催。

11．小笠原の明日を考えるシンポジウム



３．自主事業（１５事業 補助金総額19,167,357円）

１．小笠原諸島返還50周年記念ヨットレース（小笠原ヨットレース2017）

実施団体 公益財団法人日本セーリング連盟加盟団体 外洋三崎
実施日 平成29年5月2日スタート～5月6日フィニッシュ
実施場所 父島二見湾スタート～三浦半島小網代沖フィニッシュ
事業内容 小笠原村父島～神奈川県三崎間｢小笠原ヨットレース2017」：参加艇14艇121人

4/27､28父島体験セーリング：参加者60人
4/29レース艇見学会：参加者15人、4/30ライフラフト展開実演：参加者50人

事業費 6,695,511円 補助確定額 157,545円
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２．小笠原の過去・現在・未来を捉えるドキュメンタリー映画制作

実施団体 NEWSボニンタイム
実施日 平成29年4月～平成30年9月
事業内容 戦前、戦後、現在を取材、小笠原の歴史に迫り、今を記録し、後世に残す

ドキュメンタリー映画を制作。
事業費 1,448,103円 補助確定額 1,248,103円

３．中吉丸の歴史継承交流事業

実施団体 中吉丸歴史継承交流事業実行委員会
実施日 平成29年4月～平成31年2月
実施場所 上映会・交流会

父島：平成31年1月8日小笠原ビジターセンターレクチャールーム 参加者100人
母島：平成31年1月9日母島村民会館体育室 参加者80人

事業内容 中吉丸船員の漂着から帰還までの歴史の絵本や映像を制作。また、陸前高田市と
の交流を深める。絵本制作1,200部、動画制作一式

事業費 2,160,921円 補助確定額 1,500,000円



４．スティールパン発展事業

実施団体 ロコ･パン、ボニンスティールオーケストラ
実施日 調律師招致：平成29年6月29日～7月2日

指導者招致：平成29年9月9日～12日、平成30年3月23日～26日、 6月23日～25日
事業内容 調律師招請(2名1回)による楽器調律、指導者招致(1名3回)による演奏指導。
事業費 1,452,569円 補助確定額 1,250,000円
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５．風のように流れる島の音楽ＣＤ制作第二弾

実施団体 Boninの風Ⅱ
実施日 平成29年6月～平成31年3月
事業内容 返還40周年に制作した第一弾「Boninの風」ＣＤに続き、小笠原古謡を始めとする

小笠原の歌をＣＤ２枚組に収録して村内に配布及び販売。
制作枚数3,300枚、配布枚数2,266枚、販売枚数934枚

事業費 4,819,613円 補助確定額 1,998,398円

６．凧作り教室及び凧あげ大会

実施団体 小笠原凧保存会
実施日等 父島凧作り教室：平成29年12月23日～25日（地域福祉センター） 参加者19人

父島凧あげ大会：平成30年1月8日（海上自衛隊父島基地分遣隊内）参加者50人
母島凧作り教室：平成30年1月26日～28日（母島村民会館） 参加者14人

事業内容 伝統的な小笠原凧を継承する凧作り教室及び凧あげ大会を開催。
事業費 221,817円 補助確定額 206,017円
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７．返還50周年記念天体観望会

実施団体 小笠原天文倶楽部
実施日 父島３回：平成30年1月20日参加者50人、7月16日参加者70人、8月30日参加者40人

（8月14日は曇天のため中止)
母島１回：平成30年7月5日参加者40人

実施場所 父島：大神山公園お祭り広場、母島：評議平旧ヘリポート
事業内容 小笠原の美しい星空を観察する天体観望会の開催。
事業費 1,000,374円 補助確定額 1,000,000円

８．小笠原の未来につなぐ次世代育成：ガラパゴス諸島との学生交流

実施団体 非営利活動法人小笠原自然文化研究所
実施日等 平成30年3月5日～14日ガラパゴス諸島中高生(4名)等の小笠原訪問

8月15日～30日小笠原中高生(5名)のガラパゴス諸島訪問
事業内容 同じ世界自然遺産地であるガラパゴス諸島と小笠原諸島との中高生による交流事

業。
事業費 8,277,391円 補助確定額 2,000,000円

９．返還50周年記念寄席

実施団体 三遊亭美るくの小笠原落語会
実施日 父島：平成30年5月21日 参加者180人

母島：平成30年5月22日 参加者120人
事業内容 50周年・小笠原村に縁がある落語家等を招き、父島・母島で寄席を開催。記念寄

席とは別に、父島・母島の小中学校で「学校寄席」を開催。
（出演者）三遊亭美るく(落語)、三笑亭可風(落語)、林家楽一(紙切り)、

三遊亭歌武蔵(落語)
事業費 1,990,648円 補助確定額 1,000,000円



15

10．小笠原村母島ゲートボール大会

実施団体 母島ゲートボール倶楽部
実施日 平成30年6月18日
実施場所 母島小中学校グランド
事業内容 父島のチームも招請し、母島において返還50周年記念ゲートボール大会を開催。

参加チーム16チーム（うち父島２チーム）
事業費 832,595円 補助確定額 748,395円

11．小笠原諸島におけるアウトリガーカヌーを用いた地域活性化

実施団体 扇浦青年団要会
実施日等 平成30年7月1日50周年記念カヌーレース大会（父島）
実施場所 父島扇浦海岸
事業内容 環太平洋文化圏から受け継がれたアウトトリガーカヌーで返還50周年記念レース

大会を開催。また、Duke金子氏を招聘した講演会、ワークショップ等を開催。
平成30年 7月 1日50周年記念カヌーレース大会 参加者308人

11月14日～25日指導者向けワークショップ 参加者100人
11月17日Duke金子氏トークショー 参加者30人
11月18日新艇お披露目試乗会、ワークショップ 参加者80人

事業費 2,370,742円 補助確定額 2,000,000円

12．島しょ高校生サミット支援

実施団体 東京都立小笠原高等学校ＰＴＡ
実施日 平成30年7月25日～28日
実施場所 父島 東京都立小笠原高等学校
事業内容 東京都の島しょの高校７校が集まる「第2回島しょ高校生サミット」を支援。

大島、大島海洋国際、新島、神津、三宅、八丈高校各2名計12名、小笠原高校8名
父島成果報告会：平成30年7月28日小笠原ビジターセンター 参加者37人
母島成果報告会：平成30年11月24日母島小中学校交流室 参加者25人

事業費 916,339円 補助確定額 916,339円
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13．小笠原諸島におけるアウトリガーカヌー文化復興を通した地域の活性化事業

実施団体 母島カノー倶楽部
実施日 平成29年4月～平成31年1月
実施場所 母島脇浜なぎさ公園
事業内容 伝統的なアウトリガーカヌー文化の復興を目指し返還50周年記念カヌーレース大

会を開催。また、福井英之氏を招請した講演会等を開催。
平成30年9月23日50周年記念カヌーレース大会 参加艇39組117人

9月22日安全講習会 参加者31人
9月23日パドル講習会 参加者35人

平成31年1月3日 新艇お披露目試乗会 参加者58人
事業費 2,769,293円 補助確定額 2,331,000円

14．三社合同神輿渡御祭

実施団体 父母文化交流会
実施日等 平成30年11月11日
実施場所 父島二見港船客待合所～大神山公園お祭り広場～父島二見港船客待合所
事業内容 父島大神山神社・小笠原神社、母島月ヶ岡神社の３基の神輿が一堂に会し、二見

港から都道、村道、お祭り広場間の練り歩きを実施。
担ぎ手300人、見学者300人

事業費 1,961,344円 補助確定額 1,960,760円

15．返還50周年記念剣道大会

実施団体 小笠原剣道親睦会
実施日 平成30年12月15日
実施場所 父島 小笠原高等学校武道場
事業内容 個人戦(トーナメント)、団体戦(紅白戦)、模範試合、演武等

参加者40人、来賓9人、見学者63人
事業費 1,038,752円 補助確定額 850,800円



４．広報宣伝事業 （事業費総額18,332,165円）

１．広報宣伝業務委託
小笠原諸島返還50周年を広く村内外に周知し、小笠原の魅力を積極的に発信するため、広告代

理店に委託し広報宣伝事業を展開した。
委託業者：株式会社大広
事業内容：コンセプト：｢自然が美しい小笠原｣から｢歴史が、文化が、自然が美しい小笠原｣へ

小笠原の魅力を50色の絵具の色で表現するため、小笠原の歴史･文化･自然に関する
ワードを命名したオリジナル絵具「OGASAWAR 50 COLORS」を制作し、このコンセプ
トを中心に広報・宣伝を展開した。

(1) OGASAWAR 50 COLORS 絵具制作（200セット）
「OGASAWAR 50 COLORS」のコンセプトを広報するため、制作した絵具を限定販売。
実施日 平成30年4月6日～12月31日
販売数量 【Amazonネットショップ】特別仕様：43箱 (予定数50箱：ノベルティ制作分)

通常仕様：150箱(予定数200箱)
【イベント会場】 通常仕様：4箱
【テレビ番組景品その他】通常仕様：6箱

(2) リーフレット
50 COLORSの色名解説リーフレット
制作サイズ Ａ6サイズ縦型
制作部数 3,000部
制作時期 平成30年2月
配布先 絵具セットに添付

(3) メディアＰＲ
第１弾 平成30年4月6日 絵具発売告知プレスリリース
第２弾 平成30年7月2日 式典実施報告プレスリリース
ＴＶ、新聞、WEB、SNS（Twitter、Facebook）、YouTubeへの拡散

(4) 専用ホームページ公開、動画制作公開２回
第１弾 平成30年4月6日「50色のオリジナル絵具誕生」
第２弾 平成30年7月2日「父島・母島 お絵かきイベント」

(5) YouTube動画広告（TrueView広告）
Youtube動画の再生前・再生中・
再生後に動画広告を配信。
実施時期：平成30年8月7日～31日

(5) ＰＲ用ポスター、チラシの制作
ポスター Ｂ１サイズ縦型 2,000部
チラシ Ａ４サイズ縦型両面 10,000部
制作時期 平成30年2月
活用方法 都営地下鉄駅貼り(ポスター)

関係機関への送付、
イベントでの配布、
ノベルティ使用
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(6) お絵かきイベント（父島、母島）
父島・母島で50COLORSを用いたお絵かきイベントを実施。動画を撮影し、ＷＥＢで公開。
実施日等 父島：平成30年5月3日(木祝) 大神山公園お祭り広場 参加者69人

母島：平成30年5月4日(金祝) 脇浜なぎさ公園 参加者35人

(7) 「小笠原 色いろ展」島外小学生の参加
小笠原諸島とつながりのある、島外４つの小学校に協力を依頼し、「私の好きな小笠原」
をテーマに、50COLORSを用いて描いた絵画を募集した。

【参加小学校：計４校122名】
立教小学校(東京都豊島区 私立) ：小学5・6年生27名
平泉小学校(岩手県平泉町立) ：小学4年生40名
平泉長島小学校(岩手県平泉町立)：小学3年生17名
東六郷小学校(東京都大田区立) ：小学5年生38名

(8) 「小笠原 色いろ展」 交通広告
島内外の小学生による「私の好きな小笠原」の絵画を、交通広告として掲出。
第１回 ＪＲ東京駅 平成30年6月25日(月) ～ 7月1日(日) 東西線連絡通路
第２回 ＪＲ新橋駅 平成30年7月23日(月) ～ 7月29日(日) 新橋駅烏森口中階
サイズ：Ｂ０×5枚連貼
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２．その他の広報宣伝事業

(1) 返還50周年専用ホームページ
返還50周年専用ホームページを平成27年10月開設。
平成30年2月リニューアル。
平成31年3月リニューアル2回目。
セッション数(訪問件数) 延32,195件（29件/日）
ユーザー数(訪問者人数) 延24,137人（22人/日）
ＰＶ数(ページ閲覧回数) 延73,012回（66回/日）
※3月20日現在

(2) Facebook、twitter、Instagram活用
随時情報を発信



(3) ＰＲ隊都庁訪問
実施日 平成30年4月5日
訪問先 小池都知事、副知事

議長、副議長、東京都総務局
産業労働局、都庁記者クラブ

メンバー
森下実行委員会会長、池田議長、
おがじろう、島っ子代表(櫻田蒼)

(4) 広報誌（50ＮＥＷＳ）
発行回数 8回
配布先 村内各世帯他

(5) 横断幕の制作
各種制作し、竹芝・父島・母島・イベント用に使用。

・竹芝桟橋 (13.0m×0.9m)

・父島二見港(6.3m×0.9m) (送迎デッキ、タラップ)

・母島沖港 (3.4m×0.6m) (船客待合所)

・イベント用(6.3m×0.9m)

〃 (3.6m×0.6m)

(6) おがさわら丸船体塗装、 (7) その他旗20枚、バナー幕等
ははじま丸横断幕

(8) 交通広告
東京都の協力により、無償で都営地下鉄・都バスへの交通広告を実施。

地下鉄中吊り 平成30年4月6日～14日 全線・全車両
地下鉄駅貼り 第1回 平成30年4月6日～14日 全101駅の空き枠

第2回 平成30年6月中旬～7月中旬 全101駅の空き枠
チカッ都ビジョン 平成30年4月9日～15日 地下鉄大江戸線・新宿線・浅草線
路線バス窓上 平成30年4月7日～5月6日 全車両
貸切バス 平成30年4月7日～5月6日 渋谷01 1台
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６．記念品ノベルティ制作事業 （事業費総額7,339,103円）

(1) OGASAWAR 50 COLORS 絵具
広報宣伝事業と連携し、来賓用記念品、イベント活用等のほか、一部を販売。
制作数：500セット（通常箱445、特別箱55：一部を販売）

(2) 手ぬぐい
来賓用記念品、イベント活用等のほか、一部を販売。
制作数：ボニンブルー1,500枚、パッションフルーツ900枚

(3) 記念ＣＤ
自主事業で制作された「小笠原オリジナル
音楽集」を購入、来賓用記念品等に活用。
購入数：300枚

(4) うちわ (5) 紙袋
制作数：3,000本 制作数：2,000枚

(6) ポストカード ４種類
歴史３枚組 4,500枚 OGSAWARA 50 COLORS 5,000枚

(7) ステッカー (8) 缶バッジ
制作数：3,000枚 制作数：1,300個

(9) アカギマグネット (10) タンブラー
制作数：100個 制作数：120個

20



７．庶務
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１．協賛(4事業)

事業名 内容 提供内容

海びらき2018（父島・母島） イベント景品(父島・母島)提供
タカラCANチューハイ 24本
(小笠原パッションフルーツ)
タカラ(小笠原島レモン)24本

小笠原村産業祭2018 来場者プレゼント
グッズセット ３セット
(手ぬぐい、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ、その他)

小笠原DAY2019 来場者プレゼント

50COLORS絵具 ２箱
グッズセット ５セット
(手ぬぐい、ＣＤ、その他)
記念誌・グッズセット ２セット
(記念誌、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ、その他)

海びらき2019（父島・母島） イベント景品(父島・母島)提供
50COLORS絵具 父2箱、母1箱
グッズセット ３セット
(手ぬぐい、記念誌、ＣＤ、その他)

２．後援(18事業)

団体名 事業名 期 間

父島返還祭実行委員会 父島返還祭 平成29年6月24日

母島返還祭実行委員会 第44回母島返還祭 平成29年6月25日～26日

ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 サマーフェスティバル2017（父島） 平成29年8月～9月

国立大学法人東京海洋大学 第16回明治丸ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 平成29年7月17日

母島納涼祭実行委員会 母島納涼祭2017 平成29年8月26日

@The Earth Project GASAWARA ISLAND JAZZ 2017 平成29年11月25日～26日

小笠原村観光協会 カウントダウンパーティ 平成29年12月31日

小笠原村観光協会 海びらき2019 平成30年1月1日

小笠原母島観光協会 海びらき2019 平成30年1月1日

小笠原村産業観光課 小笠原村産業祭 ボニンバザール 平成30年4月30日

小笠原母島観光協会 母島フェスティバル 平成30年6月3日

小笠原諸島返還50周年記念
アマチュア無線特別局
実行委員会

小笠原諸島返還50周年記念
アマチュア無線特別局運用

平成30年6月20日
～平成31年1月6日

父島返還祭実行委員会 父島返還祭 平成30年6月26日

ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 サマーフェスティバル2018（父島） 平成30年8月～9月

母島納涼祭実行委員会 母島納涼祭2018 平成30年9月1日

小笠原村環境課 母島の森 植樹会 平成30年11月11日

小笠原村環境課 オガグワの森 植樹会（父島） 平成30年12月9日

小笠原村体育協会 父母交流スポーツ大会（父島） 平成30年12月15日
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３．ロゴマーク等の使用(31件)

申請団体 使用目的 使用期間 使用形態

有限会社フリーショップ まるひ 50周年ＰＲ実施のため 平成29年5月1日～平成30年12月31日 Ｔシャツ、トートバッグ製作

佐藤寛子 50周年PR実施のため 平成29年5月1日～平成30年12月31日 Ｔシャツ、ふろしき、等製作

国立大学法人東京海洋大学
第16回明治丸シンポ

ジウム開催のため
平成29年6月1日～平成29年7月17日 チラシ、配布資料（冊子）

有限会社フリーショップまるひ 50周年ＰＲ実施のため 平成29年10月10日～平成30年12月31日 バッチ、マグネット製作

株式会社ナショナルランド 企画旅行募集広告 平成29年9月29日～平成30年7月31日 ホームページ、パンフレット

野元写真事務所 野本 学 50周年ＰＲ実施のため 平成29年11月1日～平成30年8月31日 カレンダー製作

株式会社農協観光 企画旅行募集広告 平成29年10月20日～平成30年7月1日 パンフレット

郵船クルーズ株式会社 企画旅行募集広告 平成29年11月10日～平成30年11月10日 ホームページ、パンフレット

クラブツーリズム株式会社 企画旅行募集広告 平成29年10月18日～平成30年4月1日 ホームページ、パンフレット

有限会社フリーショップまるひ 50周年ＰＲ実施のため 平成29年10月25日～平成30年12月31日 せんべい製作

日本クルーズ客船株式会社 企画旅行募集広告 平成29年12月15日～平成30年6月30日 ホームページ、パンフレット

郵船クルーズ株式会社 企画旅行募集広告 平成29年11月10日～平成30年11月11日 チラシ、会員向けクラブ誌等

小笠原海運株式会社 企画旅行募集広告 平成29年12月22日～平成30年12月31日 時刻表パンフレット

公益財団法人小笠原協会
アイランダー2017

クイズ賞品用
平成29年11月17日～平成29年12月31日 ロゴシール製作

まーる 登地雅美 50周年ＰＲ実施のため 平成29年12月30日～平成31年1月31日 缶ﾊﾞｯﾁ、ﾏｸﾞﾈｯﾄ、ｽﾃｯｶｰ等製作

小笠原海運株式会社 旅行客誘致のため 平成30年1月1日～平成30年12月31日 新聞雑誌等広告掲載

株式会社朝日旅行 企画旅行募集広告 平成30年2月10日～平成31年3月31日 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾁﾗｼ

株式会社毎日企画サービス 企画旅行募集広告 平成29年11月10日～平成30年11月11日 パンフレット、新聞広告掲載

東京都立瑞穂農芸高校 井門敬宏 50周年ＰＲ実施のため 平成30年3月23日～平成30年12月28日 小笠原体験活動ポスター

飯田義和 50周年ＰＲ実施のため 平成30年4月30日～平成31年3月31日 マグネット製作

森 雅行 写真展開催のため 平成30年5月1日～平成30年6月30日 案内はがき

野元写真事務所 野本 学 写真展開催のため 平成30年4月15日～平成30年8月6日 案内状、説明パネル

一般社団法人小笠原環境計画研究所 Bonin Bon-Odori Festa 平成30年9月29日 エプロン製作

株式会社三洋堂
チャータークルーズ

記念品
平成30年6月1日～平成30年7月31日 記念ワインラベル

公益財団法人小笠原協会 返還50周年記念祝賀会 平成30年5月30日～平成30年12月31日 説明資料製作

東京都 50周年ＰＲ実施のため 平成30年6月30日～平成30年12月31日 半袖ボタンダウンシャツ製作

小笠原交通少年団 50周年ＰＲ実施のため 平成30年6月30日～平成30年12月31日 Ｔシャツ製作

公益財団法人小笠原協会 小笠原訪問交流ツアー 平成30年7月16日～平成30年12月31日 案内、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、資料

荒 良英 写真展開催のため 平成30年9月6日～平成31年3月31日 展示パネル、ＳＮＳ

ぼにん囃子 高嶺春夫 Bonin Bon-Odori Festa 平成29年10月10日～平成30年12月31日 ミニうちわ製作

株式会社バップ 映画「PLANETIST」宣伝 平成30年11月15日～平成31年3月31日 エンドロール内使用、ポスター
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４．実行委員会開催記録

第１回 設立総会
日時 平成27年3月31日(火) 15時～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会規約
について

２ 役員選出
３ 平成27年度事業計画及び予算について
４ 事務局長について

第２回
日時 平成27年10月5日(金) 17時～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 実行委員会規約の一部改正について（専決処分）
２ 返還50周年記念事業基本構想（案）について
３ 返還50周年記念事業専門部会規程（案）について
４ 自主事業に係る補助金交付規程(案)について
５ 自主事業募集、事業ｱｲﾃﾞｱ募集、ｷｬｯﾁコピー募集、
ﾛｺﾞﾏｰｸ募集の各要項（案）について

６ 一部先行している事業等の報告について

第３回
日時 平成28年4月12日(火) 14時～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 平成27年度事業報告及び決算（案）について
２ 平成28年度事業計画及び予算（案）について
３ キャッチコピー及びロゴマークの選考について
４ 自主事業及び事業アイデアの応募状況について
５ 今後のスケジュールについて

第４回
日時 平成28年5月12日（木） 19時～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ ロゴマーク基本形の決定について
２ 事務局職員の募集について
３ 各専門部会での協議状況について
４ 今後のスケジュールについて

第５回
日時 平成28年7月19日（火） 19時～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 返還50周年自主事業第１次募集採択（案）について
２ 返還50周年記念事業実施計画（概略案）について

第６回
日時 平成28年11月15日（火） 19時～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 自主事業第２次募集採択(案)について
２ 事務局の移転について
３ 各専門部会での協議状況について
４ 今後のスケジュールについて

第７回
日時 平成29年2月27日（月） 18時30分～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 自主事業第２次募集採択追加及び変更(案)につい
て

２ 平成29年度事業計画及び予算（案）について
３ 後援名義及びロゴマーク等の使用について
４ 今後のスケジュールについて

第８回
日時 平成29年4月13日（木） 18時30分～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 事業実行委員会規約の一部改正について
（専決処分）

２ 平成28年度事業報告及び決算（案）について
３ 自主事業採択決定後中間報告について

第９回
日時 平成29年5月12日（金） 18時30分～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 記念事業の追加提案等について
２ 記念事業分担表（平成29年5月12日現在案）
３ 返還50周年記念事業計画書について
（平成29年5月12日現在案）

４ 今後のスケジュールについて

第10回
日時 平成29年9月19日（火） 18時30分～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 記念事業の追加提案等について
２ 記念事業分担表（平成29年9月19日現在案）
３ 返還50周年記念事業計画書について
（平成29年9月19日現在案）

４ 今後のスケジュールについて
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第11回
日時 平成29年11月17日（金） 18時30分～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 自主事業採択変更(案)について
２ 記念事業の修正案について
３ 平成29年度補正予算第１号(案)について
４ 返還50周年記念事業計画書について
（平成29年11月17日現在案）

第12回
日時 平成30年2月6日（火） 18時30分～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 記念事業の修正案について
２ 功労者表彰実施要領（案）について
３ 平成29年度補正予算第２号（案）について
４ 平成30年度事業計画及び予算（案）について
５ 返還50周年記念事業計画書について
（平成30年2月6日現在案）

第13回
日時 平成30年4月20日（金） 18時30分～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 実行委員会規約の一部改正（専決処分）について
２ 平成29年度事業報告及び決算（案）について
３ 平成30年度補正予算第１号（案）について
４ 功労者表彰実施要領（案）について
５ 返還50周年記念事業計画書について
（平成30年4月20日現在）

第14回
日時 平成31年3月25日（月） 18時30分～
場所 村役場Ａ会議室及び母島支所大会議室
議題
１ 事業報告について
２ 実行委員会の解散について



８．決算 (4年間総事業費182,352,026円）
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＜ 歳入の部 ＞ (単位:円)

当初予算額 決算額 増△減

181,300,000 167,079,647 14,220,353 76,541,481

181,300,000 167,079,647 14,220,353 79,644,390

0 0 0 △ 3,102,909

10,000,000 11,324,000 △ 1,324,000 574,000

0 1,124,000 △ 1,124,000 1,124,000

10,000,000 10,200,000 △ 200,000 △ 550,000

400,000 3,948,379 △ 3,548,379 3,221,583

1,000 1,557 △ 557 △ 54,785

399,000 3,946,822 △ 3,547,822 3,276,368

191,700,000 182,352,026 9,347,974 80,337,064

＜ 歳出の部 ＞ (単位:円)

当初予算額 決算額 増△減

150,200,000 144,094,134 6,105,866 51,125,922

17,000,000 33,451,992 △ 16,451,992 21,320,610

69,489,000 55,105,596 14,383,404 14,150,813

シンポジウム 9,000,000 7,171,522 1,828,478 エコツーリズム大会 7,196,057

大花火大会 11,500,000 6,903,949 4,596,051 ウミガメシンポジウム 1,995,170

文化歴史交流祭 15,000,000 15,904,234 △ 904,234 文化交流祭 17,502,115

映像制作 3,000,000 2,635,200 364,800 お祝いメッセージ 2,565,270

おいし～ま小笠原 4,000,000 3,305,186 694,814 返還記念大使 4,559,547

MUSIC FESTIVAL 9,000,000 9,000,000 0 タートロン 3,314,975

母島返還祭 3,000,000 2,974,386 25,614 父島母島返還祭 3,214,110

島の同窓会 4,000,000 971,596 3,028,404 写真展 232,964

内地イベント 6,000,000 6,239,523 △ 239,523

その他の記念事業 4,989,000 0 4,989,000 その他 374,575

19,511,000 19,167,357 343,643 △ 924,704

12,500,000 10,697,921 1,802,079 10,697,921

21,700,000 18,332,165 3,367,835 3,836,809

10,000,000 7,339,103 2,660,897 2,044,473

41,500,000 38,257,892 3,242,108 29,211,142

13,425,000 10,072,023 3,352,977 3,569,455

28,075,000 28,185,869 △ 110,869 25,641,687

191,700,000 182,352,026 9,347,974 80,337,064

0

56,342

670,454

102,014,962

102,014,962

40,954,783

20,092,061

14,495,356

5,294,630

87,435,257

3,102,909

0

0

10,750,000

比較増△減

勘　定　科　目 比較増△減

返還50周年　平成27～30年度総計

返還50周年　平成27～30年度総計

受取補助金等

受取村補助金

受取寄附金

受取寄附金

協賛金

雑収益

都委託金

返還40周年実績
平成19～20年度総計

0

式典事業費

記念事業費

自主事業補助金

記念誌事業費

広報宣伝事業費

記念品制作費

合　　　　　計

人件費

事務費

小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会　決算総計（確定）

※注）年度毎の村補助金超過交付分・村への補助金返還額は除外し、正味の決算額を計上している。

92,968,212

12,131,382

管理費

受取利息

雑収益

合　　　　　計

事業費

返還40周年実績
平成19～20年度総計

9,046,750

6,502,568

2,544,182

勘　定　科　目
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＜ 歳入の部 ＞ (単位:円)
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 ４ヵ年合計

5,640,651 8,470,579 35,826,068 117,142,349 167,079,647
5,640,651 8,470,579 35,826,068 117,142,349 167,079,647

0 0 2,350,000 8,974,000 11,324,000
0 0 0 1,124,000 1,124,000
0 0 2,350,000 7,850,000 10,200,000

862 166 26,180 3,921,171 3,948,379
862 166 180 349 1,557
0 0 26,000 3,920,822 3,946,822

5,641,513 8,470,745 38,202,248 130,037,520 182,352,026

＜ 歳出の部 ＞ (単位:円)
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 ４ヵ年合計

378,448 245,152 26,534,779 116,935,755 144,094,134
0 0 51,757 33,400,235 33,451,992
0 0 1,946,000 53,159,596 55,105,596

シンポジウム 0 0 0 7,171,522 7,171,522
大花火大会 0 0 0 6,903,949 6,903,949
文化歴史交流祭 0 0 1,026,000 14,878,234 15,904,234
映像制作 0 0 0 2,635,200 2,635,200
おいし～ま小笠原 0 0 920,000 2,385,186 3,305,186
MUSIC FESTIVAL 0 0 0 9,000,000 9,000,000
母島返還祭 0 0 0 2,974,386 2,974,386
島の同窓会 0 0 0 971,596 971,596
内地イベント 0 0 0 6,239,523 6,239,523
その他の記念事業 0 0 0 0 0

0 0 14,748,545 4,418,812 19,167,357
負担金補助及交付金 0 0 14,748,545 4,418,812 19,167,357

18,331 3,225 3,900 10,672,465 10,697,921
報償費 0 0 0 0 0
需用費 18,331 3,225 3,900 18,000 43,456
役務費 0 0 0 102,467 102,467
委託料 0 0 0 10,551,998 10,551,998
備品費 0 0 0 0 0

360,117 241,927 4,008,107 13,722,014 18,332,165
旅費 0 0 0 0 0
報償費 0 160,000 0 47,028 207,028
需用費 0 71,927 1,424,287 649,736 2,145,950
役務費 334,260 10,000 0 220,630 564,890
委託料 25,857 0 2,583,820 12,593,960 15,203,637
使用料･賃借料 0 0 0 210,660 210,660

0 0 5,776,470 1,562,633 7,339,103
673,966 1,517,869 3,824,525 4,055,663 10,072,023
188,280 373,750 581,986 563,460 1,707,476
24,396 6,784 0 0 31,180
218,673 436,997 652,184 461,637 1,769,491

消耗品費 39,236 158,271 258,677 194,361 650,545
事務用品費 179,437 278,726 377,806 250,341 1,086,310
光熱水費 0 0 15,701 16,935 32,636
修繕費 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0

133,669 113,219 225,826 425,918 898,632
通信費 124,381 87,019 65,108 171,338 447,846
運搬費 0 0 15,892 62,116 78,008
支払手数料 9,288 16,200 23,076 63,914 112,478
その他 0 10,000 121,750 128,550 260,300

0 0 0 0 0
108,948 159,924 2,309,845 2,000,788 4,579,505

リース料 101,952 152,928 152,928 165,672 573,480
地代家賃 0 0 2,119,000 1,793,000 3,912,000
その他 6,996 6,996 37,917 42,116 94,025

0 0 0 0 0
0 427,195 54,684 598,860 1,080,739
0 0 0 5,000 5,000

4,589,099 6,707,724 7,842,944 9,046,102 28,185,869
4,532,749 6,646,746 7,716,038 8,473,982 27,369,515

0 0 34,270 539,744 574,014
56,350 60,978 92,636 32,376 242,340

5,641,513 8,470,745 38,202,248 130,037,520 182,352,026

勘　定　科　目
受取補助金等

受取村補助金
受取寄附金

受取寄附金
協賛金

受取利息
雑収益
合　　　　　計

公租公課費

勘　定　科　目
事業費

式典事業費
記念事業費

自主事業補助金

広報宣伝費
使用料・賃借料

工事費
備品費

人件費
給料手当
賃金
法定福利費

小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会　年度別決算（確定）

※注）年度毎の村補助金超過交付分・村への補助金返還額は除外し、正味の決算額を計上している。

旅費

合　　　　　計

管理費

会議費
需用費

役務費

記念誌事業費

広報宣伝事業費

記念品制作費

雑収益


