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令和３年度 公益財団法人東近江市地域振興事業団  事業計画  

 

経営方針  

 公益財団法人東近江地域振興事業団は、今日まで施設管理の専門職員による管理運営コストの効率化を図りつつ、施設の設置目

的に即した公の施設の管理運営を行い、施設設置者である東近江市及び多くの市民・利用者の皆さんの声にお応えしてきたところ

です。  

費用対効果の観点から、民間手法を取り入れた経営及び自立運営がより一層発揮できるよう経費の効率性を高める施設管理運営

を行い、利用者へのサービスが低下することのないよう業務量に応じた適正な配置を確保して施設管理運営に万全を期します。  

 また、公の施設の管理運営の担い手として、利用面での平等性・公平性の確保及び管理運営面での経費の効率化、利用料収入の増

加、市民の効用（利用者満足度）の向上も大きな使命であると考えています。これまでのこうした実績や経験を生かしながら、市

民・利用者の皆様がいつでもどこでも気軽に生涯教育・文化・芸術・スポーツにふれあう憩いの場を提供し、市民福祉の増進及び生

涯教育・文化・芸術・スポーツの振興に関する公益目的事業と市民生活と都市景観の向上を目指した事業を行い、法人の目的である

明るく住みよい連帯感あふれる地域社会の形成に寄与していきたいと考えています。  

 さらに、公益目的事業を行うことを主たる目的とする公益財団法人として、多様化する市民ニーズに対応した事業展開ができる

よう日々、点検検証しながら公の施設の管理運営を行うことを基本的な経営方針とします。  

 

事業実施計画  

 令和 3 年度の当事業団は、東近江市の公の施設（１2 施設）の指定管理事業者として管理運営を実施し、そのほか東近江市から

１2 の業務を受託します。  

 職員は、事業団職員・常勤嘱託員、嘱託職員、臨時職員、パート職員合わせて７7 名余となり、人事管理業務や公益法人化に伴う

会計が煩雑になりますが、事務改善・簡素化に努めます。  

 また、事業団情報発信のためのホームページのリニューアルを行い、リアルタイムの情報提供等を行い利用者サービスに努めま

す。さらに職員の能力育成・向上に関しては、職員研修（管理職研修、人権研修、資格取得講座、マナー教育、技術教育、専門教育、

緊急時対応教育等）を実施します。  
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  総務課の主要な業務  

   ・事業団の運営（理事会・評議員会）に関する業務  

   ・事業団の財産管理及び財務に関する業務  

   ・事業団職員の人事に関する業務  

   ・事業団職員の研修に関する業務  

   ・事業団の会計経理に関する業務  

   ・各施設との連絡調整に関する業務  

 

公益目的事業（市民福祉の増進並びに教育・文化・スポーツの振興に関する事業）  

１  伝統文化の保存継承と芸術の振興を図る事業及びそれに付随する事業  

(1) 伝統文化の保存継承事業  

世界凧博物館東近江大凧会館では、伝統文化の保存継承事業として次の事業を行います。  

ア  基本的博物館機能（博物館資料の活用）  

(ｱ) 東近江大凧を中心とした凧に関する資料の収集、展示及び保存  

(ｲ) 東近江大凧を中心とした凧に関する資料の調査研究  

 

イ 展示会の開催  

(ｱ) 「鯉の凧展」  期間   ４月１５日（木）～  ５月  ５日（水）  

(ｲ) 開館 30 周年記念展「大紙鳶展」  期間   ４月２９日（木）～  ５月３０日（日）  

(ｳ) 疫病退散  縁起物郷土玩具展  期間   ６月１０日（木）～  ７月  ４日（日）  

(ｴ) 夏休み特別企画「オリンピック・パラリンピック連凧」  期間   ７月１５日（木）～  ９月  ５日（日）  

(ｵ) ２０２１年特別企画  関東の凧シリーズⅡ  東京・神奈川  期間  １０月２８日（木）～１１月２３日（火）  

(ｶ) クリスマスの凧展  期間  １２月  ４日（土）～１２月２５日（土）  

(ｷ) 新春特別企画「寅の干支凧展」  期間   １月  ３日（月）～  １月２３日（日）  

(ｸ) 鬼の凧展  期間   １月２７日（木）～  ２月１３日（日）  

(ｹ) ひな人形の凧展  期間   ２月１７日（木）～  3 月  6 日（日）  
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ウ  体験教室の開催  

(ｱ) 親子凧作り教室～カブトムシの凧を作ろう～  開催日   ８月２１日（土）  

(ｲ) 親子凧作り教室～空を飛ぶサンタクロースの凧を作ろう～  開催日  １２月１９日（日）  

(ｳ) 親子凧作り教室～お正月に寅（トラ）の凧を作ってあげよう～   開催日  １２月２６日（日）  

(ｴ) 凧作りコーナーの設置、市内外からの依頼に応じた東近江大凧作り、凧作り、連凧作り等凧作り一般の指導と助言等  

(ｵ) 小学校の校外学習による見学と凧作り体験  

(ｶ) その他の体験教室  

・企画展に関連した「体験教室」を開催  

 

  エ  新春凧揚げ大会の開催  

    東近江大凧保存会と共催で、市内の子ども達が親子で自然の風と触合う凧揚げを楽しみ、当日飛揚予定である祝新成人２

０畳敷大凧飛揚を見学します。  

   日時  １月９日（日）  午前１１時から午後１時まで  

 

オ  機関紙の発行及びホームページ・ブログの運営  

(ｱ) 大凧便りの発行（毎月１回）  

(ｲ) ホームページの運営  http://oodako.net/ 

(ｳ) ブログの運営  http://oodakomuseum.shiga-saku.net/ 

 

カ  東近江大凧のミニチュア、凧作りキットの販売  

(ｱ) 土産用東近江大凧・絵葉書等を地元の業者や観光協会等との委託販売契約により販売  

(ｲ) 子どもたちに「もの作りの大切さ」を知ってもらうことを目的として凧作り製作キットの販売  

 

キ  東近江大凧の保存継承団体である「東近江大凧保存会」への支援  

東近江保存会の事務所機能を東近江大凧会館に置き、大凧保存会と外部との連絡調整や問合せ対応し、東近江大凧会館の

活動を通じて東近江大凧の保存伝承活動に関わって行きます。  



- 4 - 
 

 

また、東近江市の地域文化であり、国の無形民俗文化財にも選択されている「東近江大凧」の将来の担い手となる子どもた

ちに、その製作及び飛揚技術を伝授するプロジェクトとして『チャレンジ“大凧”２０２０』の事業を平成１９年度から東近

江大凧保存会が行っていますが、今後も保存会の活動をサポートします。  

 

ク  凧の学習に関する教育活動の支援  

校外学習として、県内の小学校の来館が増えてきていますが、地域文化「東近江大凧」及び凧の世界の学習の場として取り

入れていただけるようさらに積極的な働きかけを行います。また、地域文化を学習する近隣の大学や滋賀県出身の大学生の

学習の場としても提供します。  

 

ケ  東近江市観光施策との連携  

東近江市への来訪者増加させる方策として、市内の博物館との連携ポスターの発行、観光施設・文化施設との情報交換等

の連携を図ります。また、近隣地域の観光や滋賀県内の観光の案内を行い、各地域のパンフレットも充実させ、おもてなしの

心で接して行きます。  

 

(2) 文化、芸術の向上及び振興事業  

文化芸術は、人々の活力の源であり生きがいとなる大切な要素であり、地域の発展と振興に大きな影響を与えるもので

す。八日市文化芸術会館及びあかね文化ホールは、両館それぞれの特性が最大限に発揮されるよう一体的な事業展開を図

ることを念頭に置き、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律の趣旨に沿った事業を企画推進してまいります。  

 

ア  舞台芸術の魅力を身近に体験体感し明日への活力につながるプログラム  

①  プロアーティストによる実演芸術を紹介する鑑賞事業  

八日市文化芸術会館事業  

(ｱ) 梅沢富美男劇団公演  【令和 2 年度振替公演】  

今やバラエティー番組や CM 等テレビで見ない日が無いほど多忙を極める梅沢冨美男。「芝居」「歌謡ショー」「舞踊シ  

ョー」の三部構成、泣いて笑って魅せる豪華な舞台                   開催日 12 月 4 日（土）  

あかね文化ホール事業  

(ｱ)びわ湖ホール声楽アンサンブル“春”をおくるコンサート  【隔年共催事業】  
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  びわ湖ホールから県内に広く発信するクラシック音楽の祭典（共催事業）         開催日  4 月 25 日（日）  

(ｲ)あかね落語会  【びわ湖ホールアートコラボレーション事業】  

立川志らく落語会  開催日  11 月 14 日（日）調整中  

②  市民による舞台芸術の創造プロジェクトアプローチ事業  

中長期的な舞台芸術創造プロジェクトの第一歩となる、舞台芸術の魅力を紹介し体験・体感出来る『アプローチ事業』  

を展開します。  

八日市文化芸術会館  

・東近江創作ミュージカル【新規助成事業】「地域の文化芸術活動助成事業」   

地域の文化資源を活用し、地域のアイデンティティ発信につながるような舞台芸術を企画制作します。  

参加者（市民）がコミュニケーションを築きながら、プロの指導による演劇またはミュージカルに取り組みます。  

開催予定日 2 月 10 日～12 日  

③ ロビーコンサート  

いつでも誰でもが文化ホールを楽しめる『環境づくり』を行い、文化ホールの魅力をより多くの市民に知っていただき、

利用者拡大に力を注ぎます。  

八日市文化芸術会館・あかね文化ホール  

・音楽の散歩道（仮称）【新規事業】  

東近江市内の各地に出向いてコンサートを開催します。年 6 回を予定  

 

イ  子どもたちのための芸術文化プロジェクト  

次世代へつなぐ文化芸術普及事業   

将来の東近江の芸術文化活動を担う子どもたちに、アプローチとなる事業を実施します。  

あかね文化ホール  

・しげちゃん一座  楽しい絵本ライブコンサート  【新規事業】  

出演：しげちゃんこと室井滋、絵本作家の長谷川義史、岡淳のサックス、大友剛のピアノ演奏に合わせて絵本を朗読、即

興紙芝居など楽しく、時には切なく絵本の世界を演じます。  開催日  8 月 7 日（土）  

・あかねジュニアブラスフェス  【継続事業】  

県内ジュニアブラスバンドの合同演奏会  開催日  調整中  
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・龍谷大学吹奏楽部  ブラスコンサート  【令和 2 年度振替事業】  開催日  6 月 13 日（日）  

 

ウ  アートギャラリープロジェクト（展示事業）  

  アートに出会える企画制作を行います。  

八日市文化芸術会館  

・企画展「Know arts」3【継続事業】   

市民が新たなアートに触れるための機会を創出する。また展示室をアトリエ（工房）としての活用も取り入れていきま

す。                                        開催日  1 月の予定  

・アートピアノ  

アートペインティングを施し、親しみのある楽しいピアノにリメイクしたピアノを誰でも自由に弾けるピアノとして、

ロビーに設置し、市民の皆さんに自由に楽しんでいただき音楽をもっと身近に感じていただきます。     通年  

 

エ  アートインフォメーション＆ネットワーク事業  

充実した広報活動とアンケートやネットワークの活用により、市民のニーズに沿った事業の実施と地域アーティスト

との連携、さらにはホール運営・サービスの向上を図ります。  

八日市文化芸術会館  

・文化の相談窓口の開設や（企画持込みの招聘やサポートや市民活動のサポート ) 

インターネット、SNS によるメール友の会の設置し会館ファンの拡大を図ります。  

またチケット購入オンライン化と電子決済システムを導入しサービスを向上します。    通年【継続事業】  

 

オ  人材育成事業  

地域での文化コーディネイトやプロデュースに関わる市民・一般市民・舞台技術者等を対象にした、ホールに関わる人

材を育成する研修事業を実施します。  

八日市文化芸術会館  

・避難訓練コンサート【継続事業】  

昨年度に引き続き開催、地震や火災だけではなく多様な防災（テロ等）の重要性がますます高まる中、コンサート中に

避難訓練を行い市民とともに考える機会とします。                   開催日  9 月 19 日（日）  
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・ステージトレーニング【継続事業】  

ホールの舞台を個人・グループの練習場所として利用してもらい文化活動の向上をはかる。特にこのコロナ禍の中、感

染予防の整っている広いスペースで安心して利用していただけるように実施します。  

 

(3) それに付随する事業  

公益目的での施設貸付事業  

「東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」の規定に基づき、管理運営に関する基本協定を順守

し、円滑な運営・利用促進を図ります。まず、伝統文化の保存継承を行う施設においては、学芸員や大凧保存会が作成方法

等を指導しながら、学校・子ども会の凧づくり教室を開催するために施設貸付事業を行います。  

次に、文化・芸術の振興を図る事業を行う施設では、各種団体の発表会や講演会、芸術展等に施設貸付事業を行います。

市民交流の拠点であることを認識し、市民の方に広く利用いただくために、ホームページ上や施設独自の広報紙等において

利用方法や空き状況を公開し、より多くの方に利用の機会が広く平等に行きわたるよう、定められた受付期間、期日を順守

し、公平、公正な利用を確保していきます。  

 

２  市民福祉の推進と生涯教育の振興を図る事業及びそれに付随する事業  

(1) 市民福祉の推進事業  

勤労者総合福祉センターでは、心身の健康維持と明るく豊かな市民生活を創造するため、生涯学習のきっかけづくりとして

文化教養講座・キャリアアップ講座・健康運動講座を開講します。講座は、アンケート調査等によってニーズを把握し、1 年

を通じた通年講座で、段階的にレベルアップを図るカリキュラムで開催します。誰もがいつでも各ライフステージにおいて参

加できるよう受講者を募集し、勤労者福祉の増進を図ります。講座終了後は、受講生によるサークル活動に導くことによって、

余暇を有効利用し、勤労意欲の向上を図ります。新型コロナウィルス感染拡大防止の三つの基本（距離の確保・マスクの着用・

手洗いと消毒）を踏まえながら、細心の注意をはらって講座を展開していきます。  

ア  講座の開講  

(ｱ) 文化教養講座  

茶道  年２８回、華道・生け花  年１８回、水墨画  年２２回、フラワ－アレンジ  年１８回、ビーズアクセサリ－  年

１８回、実用書道（昼の部・夜の部） 各年２０回、パッチワーク（初級・中級） 各年１８回、ネイル  年１０回、ベビ

ーマッサージ  年６回  
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(ｲ) キャリアアップ講座  

英会話（初級・中級・上級） 各年２４回、日商簿記３級  年 22 回、韓国語  年２０回、中高年のためのマネーライフ

プラン年２０回、ファイナンシャルプランナ－３級  年１２回、ファイナンシャルプランナ－２級  年１６回  資産運用

入門  年６回  

(ｳ) 健康運動講座  

健康太極拳  年２1 回、リフレッシュヨガ  年２８回、 らくらくヨガ  年２１回、 有酸素運動とヨガで健康に（水・

金）各年１２回、  簡単楽しく動くリズム体操  年 9 回、  優しいベリーダンス  年２５回、  凜軸（骨盤調整エクササ

イズ）年 12 回、ウォーキングエクササイズ  年１７回、  中高年のための健康卓球講座  年２０回   

(ｴ) 東近江市人権・男女共同参画課主催  

ウェルネス八日市共催特別講座女性のためのきらめき☆セミナー  年４回  

 

イ  発表会  

ウェルネス文化発表会は、日頃の文化教養講座及び生涯学習の成果を発表する場として１０月に開催します。出演・出展

を目標にすることで、積極的な講座出席・サークル活動へ導きます。作品展示やステージ発表はもちろん、一般来館者対象の

体験講座を開催したり、講座の受講生としてだけではなく指導者や補佐する側の体験によって、次段階へのステップアップ

へと繋げていきます。  

また、他団体、他講座の受講者はもちろん地元の方との交流や親睦も図り、新たな分野への PR とともに次年度講座や利用

者の増客に努めます。  

 

ウ  サークル支援事業  

各講座終了後は、受講生によるサークル活動に導くことによって、生涯にわたる適度なスポーツや文化を通じて余暇を有

効利用し、勤労意欲の向上に寄与するとともに生涯学習の普及振興を図ります。  

また、一般利用者グループと自主サークルグループのサークル活動情報の一元化を図り、講座・教室情報とともに「文化ス

ポーツ情報ガイド」「サークルガイド」として定期的に発行します。施設利用団体アンケートも実施することで、利用団体の

多様なニーズに合わせて、施設利用団体の活動が維持継続発展できるよう、積極的な環境づくりと支援を行います。  
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エ  その他の事業  

勤労者総合福祉センターでは、時代の流れとグローバル社会に対応できるよう英会話・韓国語を開催し、語学力向上への

取組みを図ります。また、スキルアップ・キャリアアップを目指し、「マネーライフプラン講座」や「資産運用講座」を開講

し、また「ファイナンシャルプランナ－３級講座」「ファイナンシャルプランナ－２級講座」については、厚生労働大臣が認

める国家資格で、9 月・翌年 5 月の検定試験による資格取得を目指します。「日商簿記３級講座」は、１１月に商工会議所が

実施する検定試験で全国的に知名度の高い資格で、経理や財務、一般事務への就職・転職に有利な資格でもあります。いずれ

の講座も資格取得の支援と自己啓発の支援を行います。  

 また、館内ホール・情報コーナーを利用して、講座受講生・ウェルネス利用団体・東近江市地域・市外などへ呼びかけ作品

展示を行います。多様な分野の作品に触れることで、講座やサークルへの興味を持ってもらうとともに、作品展示者の制作意

欲が高まるよう PR していきます。  

 

(2) 生涯学習の振興を図る事業  

ア  生涯学習推進のための事業  

生涯学習センター機能的事業（ライフロング）  

(ｱ) 生涯学習講座の開催と展開  

生涯学習が広く市民や地域に拡大・浸透し、生涯学習社会の構築に貢献していくためには、学習機会を生涯にわたり切

れ目なく提供していくことが重要であることから、こどもから高齢者に至る幅広い世代を対象に、多様な分野・テーマで

講座を開催していきます。具体的には、今年度まで培ってきたノウハウと実績を活かし、八日市文化芸術会館及び拠点と

なる３つの会場（湖東、蒲生、能登川コミュニティセンター）において、充実した内容で次に示す講座を展開していきま

す。さらに市内の各コミュニティセンターや公共施設の利用促進にも留意し、各地域にバランスよく学習機会を提供でき

るよう講座を企画開催していきます。受講者の利便性を向上させるため、申込受付については新たに導入したオンライン

による受付システムを更に使いやすくなるよう整備していきます。前年度に試験的に開始した地域の大学との連携につい

ても、より協力体制を深めていきます。  

また、講座やイベントごとにアンケート調査を行い、地域の多様なニーズの把握に努め、各地域の課題への対応や特徴

を活かし、まちづくりにつながるよう、市内コミュニティセンターへの情報提供を行うとともに、講座の企画協力等を実

施していきます。  

上記を踏まえ、今年度は以下のとおり事業を実施します。  
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「テーマ別講座の実施」  

①  未来へつながる子育て講座  

湖東コミュニティセンター会場  

親子対象講座  親子でクッキング  年間 4 回、こどもとたのしく英会話  年間１０回  

蒲生コミュニティセンター  

親子で楽しくリトミック (未就園 0～3 歳児 ) 年間１２回当日参加  

②  こどもの感性を磨く講座  

八日市文化芸術会館会場  

チャレンジネイチャーキッズ  年間 4 回、サイエンスキッズ  年間 4 回  

親子サクサクお片付教室  年間 1 回  

湖東コミュニティセンター会場  

リトミック教室  年間 11 回、キッズストリートダンス  年間 21 回、ＡＢＣ教室  年間３４回（４クラス）  

こどものお茶  年間２回、こどものクレイクラフト  年間 2 回、こどもの木工教室  年間 2 回  

蒲生コミュニティセンター会場  

親子で楽しくリトミック (3～5 歳児 ) 年間１２回当日参加、親子のＡＢＣ  年間１０回×２期  

夏休み  小学生・中学生プログラミング教室  年間３回×２コース、夏休み木工教室  年間１回×２コース  

夏休み  お菓子教室  年間 1 回、夏休み料理教室  年間 1 回  夏休み・冬休み天文教室  年間 2 回  当日参加  

能登川コミュニティセンター会場  

      親子サクサクお片付け講座  年間 1 回  

③  現代社会と地域の課題即応講座  

八日市文化芸術会館会場  

異文化交流  サンポーニャ講座  年間１１回  

湖東コミュニティセンター会場  

はじめまして韓国語  年間 20 回、たのしい韓国語初級  年間 20 回、たのしく脳トレ英会話  年間 20 回  

蒲生コミュニティセンター会場  

やさしい英会話教室  年間 12 回  

その他（公開講座・大学連携等）  
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びわこ学院大学、滋賀県立大学との連携協力のもと、ライフロング拠点会場を中心にして、ライフロングの受講生及

び一般の方々を対象に、市内コミュニティセンターとも連携し、健康や子育て、人権など地域課題をテーマにした公

開講座を開催します。                               年間６～８回程度予定  

④  文化教養を高める講座  

八日市文化芸術会館会場  

初歩の花結び  年間 10 回、はじめてのヒンメリ  年間 3 回×２期、たのしい木版画講座  年間６回  

湖東コミュニティセンター会場  

絵画教室（初心者・アートコース）各年間１２回、はじめてのお茶  年間８回、  

水墨画教室  年間１３回、陶芸教室  年間１２回  

梅をつけよう梅しごと・味噌づくり・醤油麹づくり  年間各 1 回  

蒲生コミュニティセンター会場  

絵手紙教室  年間 10 回、東近江の伝統料理を学ぶ  年間２回、日本画を基礎から学ぶ教室  年間 5 回×２期  

文学の散歩道～百人一首を読む教室  年間５回×2 期  歴史講座  年間 5 回×2 期  

その他会場  

梅干しづくりをはじめよう（五個荘コミュニティセンター）年間 1 回講座  

⑤  仲間づくりと交流が生まれる講座  

八日市文化芸術会館会場  

カホン講座  年間１１回、カホンのつどい 1 回、三線入門・ステップアップ三線  年間各１１回  

パステル画講座  年間１２回、ゆる文字リラックス講座  年間４回×２コース  

フォークギター入門編・演奏編  年間各１１回、バンジョーを弾いてみよう  年間 1１回  

チョークアートを楽しもう (夜講座 ) 年間３回×2 コース  ナチュラルクラフト  年間 2 回×2 期  

湖東コミュニティセンター会場  

パンとお菓子の教室（３コース）年間１２回・5 回・５回、大人のおりがみ  年間 8 回  

はじめてのクレイクラフト  年間 12 回、和菓子を作ろう  年間 6 回、  

ナチュラルクラフトを楽しもう  年間 3 回×2 期、はじめての刺繍  年間 3 回×2 期  

がま口小物をつくろう！  年間 8 回   ストリングアートを楽しもう  年間 3 回講座  

かぎ針編みとマクラメ雑貨  年間 8 回講座  
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蒲生コミュニティセンター会場  

大人のためのはじめてのピアノ  年間 12 回、はじめての坐禅教室  年間５回・6 回  

うたの花束  年間 6 回当日参加  

能登川コミュニティセンター会場  

たのしいスケッチ講座  年間１２回、ゆる文字エンジョイ講座  年間３回×2 期  

⑥  健康に過ごすためのいきいき講座  

八日市文化芸術会館会場  

男のヨガと健康運動  年間２４回当日参加、ゆったりヨガ講座 (午前・午後 ) 年間２0 回×2 コース  

リラックスナイトヨガ (夜講座 )年間 3 回×2 期  大人の音楽脳トレ  年間１２回当日参加、  

ミニ鍵脳トレ入門  年間 10 回  

湖東コミュニティセンター会場  

はじめてのタップダンス  年間 21 回、韓国の家庭料理  年間１回×４コース  

蒲生コミュニティセンター会場  

有酸素運動とヨガ  年間２４回当日参加、リズム体操  年間２４回当日参加  

能登川コミュニティセンター会場  

薬膳料理講座  年間１回、男にもできる手軽でおいしい簡単料理  年間 1 回、韓国キムチ  年間 2 回  

⑦  技術習得で快適ライフ講座  

八日市文化芸術会館会場  

自分ルールで片付くスッキリ整理収納  年間３回、基礎から学ぶ書の講座  年間６回×2 期  

SNS(ライン中心に )ハッピーライフ  年間３回講座×２期    ＭＣ講座   年間 3 回講座  

大道芸パフォーマー講座  年間 10 回  

湖東コミュニティセンター会場  

写真ステップアップ  年間１２回   DIY を楽しもう  年間 3 回講座  

蒲生コミュニティセンター会場  

筆ペン教室  年間 10 回、ステンドグラス教室  年間 5 回、ハーバリウム  年間２回  

革小物教室  年間２回、プロから学ぶお菓子の世界  年間 2 回  スマートフォン入門  年間 3 回講座  

能登川コミュニティセンター会場  
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自分ルールで片付くスッキリ整理収納  年間３回、わくわく動画撮影コース  年間６回  

こねずにできるお手軽パンづくり  年間１回×2 期  

⑧  地域に出かける巡回講座  

市内コミュニティセンターへ講座メニューや講師を紹介し、希望があればライフロング講演会及び巡回講座開催を積

極的に行っていきます。  

様々な分野で開催する上記講座の中から受講生等が積極的に地域に出向いて開催する巡回講座が実施できるよう努め

ます。  

⑨  若者向け講座  

１８～４０歳までを中心とした若者層を主な対象者として、青年層のつながりのきっかけになるよう開催していきま

す。今年度は従来のユースアクションに加え、別に 7 回シリーズの若者講座を市内 6 会場に設定し、巡回することとし

て各会場で開講します。  

 ・若者のための若者講座（コミュニケーション力、キャンプ･アウトドア、スマートフォンでインスタ写真、パーソナ

ルカラーとパーソナリティカラー、ハーバリウム、全身シェイプアップ、ドローン体験）  年間 7 回  

 ・ユースアクション（アユ釣り他）  年間２回  

(ｲ) 受付方法について  

年々受講者が増加し、受付開始日には多く申込者が各会場に殺到し混雑していたことから、申込の負担を軽減すること

と、窓口に短時間に人が集中することを避けるため、申込をパソコンやスマートフォンを使ってインターネットで行うこ

とが可能にしました。また、受講料の納入についても一部を除いて各会場でも納入ができるようにしました。一方で、窓

口に来られた方にも丁寧に対応し説明と申込のお手伝いをしていきますが、今後は段階的にオンラインによる申し込み方

法を促していきます。  

(ｳ) 生涯学習講座ライフロングの成果発表と市民へのＰＲ事業  

①受講生作品展  

ライフロングの講座受講生の学びの成果発表と講座を広くＰＲし市民に知ってもらうための受講生作品展を開催しま

す。ライフロングの特徴を活かした体験コーナー設置等を工夫しながら開催します。（２月４日～６日予定）  

②  クリスマスコンサート  

ライフロングの音楽系講座の発表の場としてクリスマスコンサートを開催します。展示室を特設会場として開催して

いましたが、出演者、来場者が増えてきたことから、昨年度は初めてホールで開催したところ、出演者の達成感や満足感
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も上がり、今年度もホールで開催します。また、受講生の中からコンサートサポートメンバーを選出し、開催に関わって

いただけるように取り組んでいきます。（１２月１２日予定）  

(ｴ) 各種事業の情報収集と発信  

①  各コミュニティセンターが生涯学習講座を進めて行くうえで参考となるような講座、講師情報の提供を行うとともに、

生涯学習課主催の「コミュニティセンター職員研修講座」の開催に企画提供し、協力していきます。（年間１回程度）  

②  生涯学習情報発信のための生涯学習だより「ライフロング」を発行します。各種主催講座の紹介、市民が参加できる

様々な講座の紹介に努めるため隔月に発行し、講座受講生への配布や市内への配布で情報提供に努めます。また、東近

江ケーブルテレビ番組内で 2 ヵ月に 1 回ライフロングのコーナーを設け、情報発信を行います。  

③  八日市文化芸術会館のホームページから講座の募集情報、講座レポート情報の発信に努めます。  

④  市関係の情報媒体（市広報、ケーブルテレビ、文字放送等）から情報発信に努めます。  

⑤  市内の様々な生涯学習講座やイベント等の情報収集に努めます。  

⑥  主催した講座の受講生からの意見や要望等をお聞きするためのアンケートを実施し、これにより得られた情報は、今

後の講座の企画運営に生かしていきます。  

(ｵ) 各種団体・サークルの支援  

今日まで展開してきた各種講座の受講生が自主サークルを形成し、学習継続するとともに地域に根付く活動をされてい

るグループへは、サークル主催教室への参加者募集を含めた地域へのＰＲを、「生涯学習だより」等を通じて行う等の支援

を行います。  

また、「学習の継続や深化は、自主的なサークル活動を通して」の基本的な考え方のもと、主催する長期講座の中からサ

ークルへの移行育成に取り組みます。  

 

イ  スポーツの推進事業  

生涯スポーツ振興のため、各施設から「文化スポーツ事業担当者」を選出し、各施設講座事業の集約や生涯スポーツの振

興に対する達成度評価ができるようなアンケートの実施とその分析によって反省と検討を行い、「スポーツ事業検討委員会」

で第三者の助言指導をいただきながら事業の展開に活かしていきます。  

(ｱ) 各種教室の開催  

長山公園  

ソフトテニス教室…ふれあいや健康、体力の維持・増進を図るとともに市民スポーツの育成を目的として教室を開講
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します。  

５月１６日～７月１８日の毎週日曜日（各コース１０回）  

Ａコース  ９：００～１０：３０  定員１５名、Ｂコース  １０：３０～１２：００  定員１５名  

ひばり公園  

気軽にスポーツに親しみ、生活文化の向上やストレス解消を目的としたスポーツ教室を開催します。また、成人から

高齢者を対象に運動習慣の定着や健康寿命の延伸を目的とした健康教室を開催します。  

①  硬式テニス教室    １０回×４期×７クラス  定員各１０名（初級４クラス、中級３クラス）  

②  ストレッチヨガ教室   ７回×６期  定員２０名  

③  椅子ヨガ教室      ７回×６期  定員２０名  

④  かんたん健康体操教室  ７回×６期  定員２０名  

湖東体育館  

子どものスポーツ競技人口の裾野を広げ、様々なスポーツとの出会い及び親しむ機会の提供を目的とした教室を開催

します。  

① ジュニアバスケットボール教室  ５回×１期  定員２０名  

②  ジュニアバドミントン教室    ５回×１期  定員２０名  

     すこやかの杜運動公園  

      子どものスポーツ競技人口の裾野を広げ、未来のアスリート育成を目的とした教室を開催します。  

      ジュニアサッカー教室  １０回×２期  定員１５名  

蒲生体育館  

新たにリニューアルした体育館でスポーツ事業（バドミントン・卓球・ソフトテニス）を通じて運動のきっかけづくり

の提供、また、未就学児を対象にした新たな取組みとしてキッズボールパーク（リニューアル記念）の開催や健康志向の

一助として高齢者などを対象に気軽に身近に体験できる教室を開催し地域貢献を目指します。  

①  気軽にバドミントン・ソフトテニス体験   通年  

②  健康体操教室  ２期 5～６回  定員６～７名    

③   ちびっ子スポーツ塾  バドミントン・卓球等  １期 5～６回  定員１０名  

④  キッズボールパークフェスタｉｎガモウ  親子６0 組  
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(ｲ) 共催・後援事業・総合型地域スポーツクラブの支援事業等の開催  

蒲生体育館  

総合型あかねスポーツクラブは、地域に根差した活動を中心に健康づくりや運動を始めようとする事業を展開してい

ます。企画や運営に携わりながら支援を行い、子ども達を対象としたイベント等も開催し、体育館内での活動は種目ご

とに固定し、一般利用者と共用できるよう地域に密着した活動を引き続き展開していきます。  

①  月曜日の午前ソフトテニス、水曜日の午前ビーチボール、木曜日の午後・土曜日の夜間卓球・バドミントン・ビーチ

ボール等  

②  ニュースポーツやイベント開催として、スポーツ人口を増やす取組（地域や団体で楽しんでいただける出前教室等）

を展開していきます。グラウンドゴルフ（５月）カレー作り（７月）健康ウォーク（１１月）の協力及び補助支援。 

③   国民健康保険運動教室   姿勢ウォーク＆ストレッチ教室  

おくのの運動公園  

総合型地域スポーツクラブと連携を図り、スポーツの普及と発展に努められるよう共催事業を行います。  

あいとうスポーツクラブノルディックウォーキング、あいとうスポーツクラブディスコン大会、愛東地区ソフトボー

ル大会、あいとうフットサル大会、あいとうスポーツクラブ杯ビーチボール大会、あいとうボウリング大会、あいとうナ

イターグラウンドゴルフ大会、あいとう卓球大会、あいとうディスコン大会、あいとうスポーツフェステバル、ノルディ

ックウォーク  

(ｳ) アンケートの実施  

 施設利用者や教室受講生を対象としたアンケートを実施し、生涯スポーツの振興に対する達成度を評価するため、「スポ

ーツ事業検討委員会」による生涯スポーツ振興の方策を検討し、検証を行います。  

 

ウ  スポーツ大会、競技会等の主催事業  

長山公園  

(ｱ) 東近江市民早朝親睦野球大会（５月～１０月末までの毎週土曜日）  募集チーム数２０チーム  

（兼  次年度  滋賀県勤労者選抜早朝野球選手権大会予選）  

(ｲ) 第１７回東近江市民ソフトボール大会（９月 5 日開催）一般男子の部８チーム、シニア＆男女混合の部８チーム  

ひばり公園  

(ｱ) 女子硬式野球地域交流大会  １１月２１日（日）開催予定  会場：湖東スタジアム  
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女子硬式野球の普及啓発と東近江市内学童野球の女子選手の技術向上を目的に東近江バイオレッツや京都両洋高校な

ど女子野球のクラブや高校を招待して、交流試合や意見交換会を開催します。  

(ｲ) ひばりドーム杯（硬式テニス）  １１月２８日（日）開催予定  会場：ひばりドーム・屋外テニスコート  

テニスの普及及び市民相互の交流を深めることを目的に一般男子・一般女子・混合ミックス経験者・初心者の４部門

から各５チーム計２０チームを募集して、団体戦（ダブルス）トーナメント形式で開催します。  

おくのの運動公園  

ソフトバレーボールを通じて幅広い方々の出会いと生涯スポーツの普及及びおくのの運動公園の利用拡大を図ります。

ソフトバレーボール大会  １１月７日開催  市内外を問わずソフトバレー愛好者で編成の先着３６チーム  

緑地の子ども広場を活用して、ノルデックウォーク教室を開催し、生涯スポーツの普及及びおくのの運動公園の利用拡

大を図ります。  

 

エ  スポーツ大会、競技会等の貸館事業  

長山公園  

御園地区・玉緒地区２４時間ふれあいソフトボール大会  ８月７日・８日  

第１７回東近江市民体育大会ソフトボールの部  １０月１７日・２４日  

Ｒ４２１三重・滋賀親善交流大会（少年野球）  １２月１２日・１９日  

２０２２年全日本小学生野球交流会   ２月２７日  

ひばり公園  

第１５回ウィークデーテニス大会（硬式テニス）  ４月  １日  

軟式野球国体県予選  ４月  ３日  

春季近畿地区高等学校野球滋賀県大会  ４月１０日～５月５日（１２日間）  

第３０回ビーンズテニス大会（硬式テニス）  ５月  ９日  

第１７回シングルス選手権大会（硬式テニス）  ５月１６日  

ATHLEAD FIELD BASEBALL Tournament 2021 SPRING（軟式野球） ５月２３日～７月４日（４日間）  

第１７回東近江市春季選手権大会（ソフトテニス）  ５月２３日  

桑田真澄ワールドペガサス杯（軟式野球）  ５月３０日  

第２２回ビーンズダブルス大会（硬式テニス）  ６月  ６日  
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ことう地区ソフトボール大会  ６月  ６日  

ＢＣリーグ公式戦（オセアン滋賀ホームゲーム）  ６月１２日・７月２４日  

第１７回東近江市民体育大会（ソフトテニス）  ６月１３日  

ゼットグランプリ（軟式野球）  ６月１３日・２０日  

第１回東近江市ホップマンカップ（硬式テニス）  ６月２０日  

第１７回東近江市民体育大会（硬式テニス）  ６月２８日  

第１５回ジャイアンツカップ京滋予選（硬式野球）  ７月１０日  

第１７回東近江ＣＵＰ（硬式テニス）  ７月１１日  

プライドジャパン甲子園大会（軟式野球）  ７月１１日～２５日（３日間）  

中体連ブロック大会（ソフトテニス）  ７月１７日・１８日  

市スポ少交流大会（ソフトテニス）  ７月３１日・８月１日  

プライドジャパンドリームカップ（軟式野球）  ８月  １日・２９日  

第１１回ジュニア選手権大会（硬式テニス）  ８月  ４日  

コトナリエサマーフェスタ 2021 ８月  ７日～１５日  

第３２回日本少年野球滋賀大会  ８月２１日・２２日  

ATHLEAD FIELD BASEBALL FESTA 2021 SUMMER（軟式野球）  ８月２６日・２７日  

秋季近畿地区高等学校野球滋賀県大会  ９月  ４日～２６日（１０日間）  

第１７回重森スポーツ杯 MIX（硬式テニス）  ９月  ５日  

第１７回王座戦（硬式テニス）  １０月３日  

第４回グランドスラム杯（軟式野球）  １０月３日  

ことうフェスタ（湖東地区スポーツ協会）  １０月１０日  

第３１回ビーンズテニス大会（硬式テニス）  １０月１０日  

第３１回ビーンズテニスダブルス大会（硬式テニス）  １０月１０日  

中体連ブロック大会（ソフトテニス）  １０月１５日  

東近江市民体育大会（軟式野球）  １０月１７日  

第１７回東近江市会長杯（ソフトテニス）  １０月１７日  

第１７回東近江市秋季ダブルス大会（硬式テニス）  １０月３１日  
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full-sato.com BASEBALL Tournament 2021 AUTUMN（軟式野球） １１月６日～１２月５日（５日間）  

第２３回ビーンズテニスダブルス大会（硬式テニス）  １１月７日  

喜多スポ杯（軟式野球）  １１月１３日  

青少年市民育成会議湖東支部ほのぼの広場  １１月１４日  

滋賀建機杯（軟式野球）  １１月２０日  

女子硬式野球地域交流大会  １１月２１日  

ひばりドーム杯（硬式テニス）  １１月２８日  

第１７回東近江市ウィンターシングルス大会（硬式テニス）  １２月５日  

第１７回東近江市ウィンターダブルス大会（硬式テニス）  １月１６日  

第１７回インドア大会女子・壮年（硬式テニス）  １月２３日  

第１７回バレンタインミックス（硬式テニス）  ２月１３日  

第１８回インドア大会男子（硬式テニス）  ２月２７日  

ATHLEAD FIELD BASEBALL FESTA 2022 SPRING（軟式野球）  ３月１０日・１１日  

コミスポようかいちジュニアソフトテニス大会  ３月１９日  

F1 カップ野球女子交流大会～大野レディース杯～（軟式野球）  ３月２０日  

第１７回 New Mix（硬式テニス）  ３月２０日  

第６回東近江オープンチーム大会（ソフトテニス）  ３月２７日  

湖東体育館  

Ray of Hope トレーニングマッチ（バスケットボール）  ６月１２日  

東近江市ディスコン大会  ６月２７日  

第３９回 SOUTHERN?杯（バスケットボール）  ７月２４日  

ことうふるさとまつり  １１月  ３日  

東近江市市民体育大会（バスケットボール）  １１月２１日  

第１１回 SOUTHERN?ジュニア杯（バスケットボール）  １１月２７日  

第４０回 SOUTHERN?杯（バスケットボール）  １月２９日  

第１２回 SOUTHERN?ジュニア杯（バスケットボール）  ２月  ５日  

第４１回 SOUTHERN?杯（バスケットボール）  ２月２６日  
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ことう地区スポーツ協会ビーチボール大会  ３月  ６日  

すこやかの杜運動公園  

桑田真澄ワールドペガサス杯（軟式野球）  ５月  ９日  

第１７回シングルス選手権大会（硬式テニス）  ５月１６日  

ATHLEAD FIELD BASEBALL Tournament 2021 SPRING（軟式野球） ５月２２日～７月４日（６日間）  

full-sato.com BASEBALL Tournament 2021 E-SUMMER（軟式野球） ５月２９日～６月２０日（４日間）  

第１回東近江市ホップマンカップ（硬式テニス）  ６月２０日  

第１７回東近江ＣＵＰ（硬式テニス）  ７月１１日  

近江ボーイズ第３２回滋賀大会（硬式野球）  ８月２１日・２２日  

ATHLEAD FIELD BASEBALL FESTA 2021 SUMMER（軟式野球）  ８月２６日・２７日  

第１７回重森スポーツ杯 MIX（硬式テニス）  ９月  ５日  

PRIDEJAPAN★４７★ベースボールカップ（軟式野球）  ９月  ５日・１２日  

full-sato.com BASEBALL Tournament 2021 SUMMER（軟式野球） ９月１８日・１９日  

第１７回王座戦（硬式テニス）  １０月  ３日  

第 4 回グランドスラム杯（軟式野球）  １０月１０日  

full-sato.com BASEBALL Tournament 2021 AUTUMN（軟式野球） １０月３０日～１２月５日（１０日間）  

第１７回東近江市秋季ダブルス大会（硬式テニス）  １０月３１日  

東近江市民体育大会（硬式テニス）  １１月１４日  

第１７回東近江市ウィンターシングルス大会（硬式テニス）  １２月５日  

第１７回バレンタインミックス（硬式テニス）  ２月１３日  

ATHLEAD FIELD BASEBALL FESTA 2022 SPRING（軟式野球）  ３月１０日・１１日  

full-sato.com BASEBALL Tournament 2021 SPRING（軟式野球）  ３月１９日・２０日  

第１７回 New Mix（硬式テニス）  ３月２０日  

蒲生運動公園・蒲生体育館  

蒲生地区スポーツ協会ソフトボール大会  ５月１６日  

東近江市軟式野球連盟春季大会  ５月３０日  

ATHLEAD FIEDL BASEBALL202１  5 月・６月・７月  
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蒲生地区スポーツ協会屋内スポーツ大会  ６月１３日  

ジューワベースボールフェスタ 2021 ６月・７月・9 月  

蒲生あかね夏まつり  ７月１８日  

近江の国交流大会（スポーツ少年団バレーボール大会）  ９月１１日・１２日  

蒲生地区大運動会  １０月１０日  

蒲生地区スポーツ協会カローリング大会  １２月１２日  

東近江市市長杯少年サッカー大会  ３月５日・６日  

おくのの運動公園  

東近江市軟式野球連盟  4 月  4 日  

湖東リトルシニア硬式野球大会  4 月１１日  

愛東スポーツクラブビーチボール大会  4 月１７日  

東近江市軟式野球連盟  4 月１８日・２５日  

湖東リトルシニア硬式野球大会  4 月２４日  

東近江市軟式野球連盟  ５月  ９日・２３日  

湖東地区中学軟式野球大会  5 月２０日・２１日・２２日  

ジューワ軟式野球大会  5 月２９日  

アスリード軟式野球大会  6 月  5 日  

マーガレットカップ  6 月  6 日  

東近江市軟式野球連盟           ６月  ６日・１３日・２０日・２７日  

愛東スポーツクラブビーチボール大会  ６月１３日  

ジューワ軟式野球大  ６月１９日  

東近江市御園スポーツ協会  6 月２７日  

アスリード軟式野球大会  ７月  ３日  

東近江市軟式野球連盟  ７月  ４日・１０日・１１日・１７日  

１８日・２５日  

プライドジャパン軟式野球大会  ８月  １日  

東近江市軟式野球連盟  ８月  ８日  
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近江ボーイズ  8 月２１日・２２日  

愛東スポーツクラブグラウンドゴルフ大会  ８月２１日  

アスリード軟式野球大会  ８月２６日・２７日  

プライドジャパン軟式野球大会  ８月２９日  

東近江市軟式野球連盟  ９月  ５日・１２日・２６日  

愛東スポーツクラブビーチボール大会  ９月  ５日  

東近江市スポ少バレーボール大会  9 月１１日・１２日  

ジューワ軟式野球大会  ９月１８日  

湖東リトルシニア硬式野球大会  ９月１９日  

愛東スポーツクラブビーチボール大会  １０月２日  

プライドジャパン軟式野球大会  １０月  ３日  

マーガレットカップ  １０月  ３日  

愛東スポーツ協会スポーツフェステバル  １０月１０日  

湖東地区中学軟式野球大会  １０月１５日・１６日  

東近江市市選挙会場  １０月１６日・１７日  

東近江市市民体育大会  １０月２４日  

湖東リトルシニア硬式野球大会  １０月３０日  

東近江市軟式野球連盟  １０月３１日  

愛東スポーツクラブフットサル大会  １１月  ６日  

湖東リトルシニア硬式野球大会       １１月１３日  

マーガレットカップ            １１月１４日  

愛東スポーツクラブビーチボール大会    １１月１４日  

湖東リトルシニア硬式野球大会       １１月２０日  

アスリード軟式野球大会          １１月２７日  

東近江市軟式野球連盟           １１月２８日  

アスリード軟式野球大会          １２月  ４日  

東近江市軟式野球連盟           １２月  ４日  
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湖東リトルシニア硬式野球大会        ３月  ６日  

アスリード軟式野球大会           ３月１０日・１１日  

ジューワ軟式野球大会            ３月１９日・２０日  

マーガレットカップ             ３月２０日  

 

オ  その他  

ひばり公園  

(ｱ) コトナリエサマーフェスタ 2021 への協力  

コトナリエ実行委員会をはじめ、関係団体と連携し、駐車場や資材置き場の確保など、円滑に開催できるよう全面的

に協力します。  

(ｲ) 東近江市「家族ふれあいサンデー」事業への協力  

東近江市及び東近江市教育委員会主催の「家族ふれあいサンデー」事業について、毎月第３日曜日に以下の施設を無料

貸出します。  

①  パークゴルフ場（９時から１６時まで）  

②  ひばりドーム及び屋外テニスコート（９時から２２時までの１時間のみ）  ※照明代は別途徴収  

蒲生体育館  

地域の自治会活動における行事で、テント・机・椅子・レクレーション備品等の貸出を行います。また、地域の学校施設

（朝桜中学校・蒲生東・西・北小学校）の体育館、運動場等の利用における支援や協力を行います。  

おくのの運動公園  

(ｱ) 遊歩道の提供  

１周２０００ｍのコースを設け、健康づくり案内パネルを掲示していつでも誰でもランニング、ノルディックウォーキ

ングで健康づくりができる環境づくりを行います。  

(ｲ) ちびっこ広場を芝生化し、ボール遊びやキャッチボール等に無料開放していきます。  

(ｳ) 多目的広場の芝生化でグラウンドゴルフ、サッカー、フットサル競技の普及活動（市スポーツ少年団との共同活動） 

(ｴ) ６月～8 月多目的広場周囲のコナラの樹木でのクワガタ、カブトムシ取りに開放します。  

(ｵ) 地域で希望される方に、夏・冬は伐採した樹木の薪、冬季には枯葉の腐葉土を提供します。  
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(3) それに付随する事業  

(ｱ) 文化スポーツ事業担当者会議の活動  

公益財団法人東近江市地域振興事業団文化スポーツ推進事業の実施計画を策定し、法人の基幹事業として実施できる体

制づくりを行います。  

①  スポーツ事業検討委員会の開催  

②  生涯学習・生涯スポーツ情報ガイドの発行  

③  保険年金課及び長寿福祉課との連携による健康づくりのための取組  

保険年金課委託事業の国民健康保険運動教室を開催し、インボディ測定を行いながら健康づくりに取り組みます。  

また、長寿福祉課委託事業では、介護予防体力測定会においてインボディ測定を行い、連携しながら体力測定結果デ

ータを作成します。  

(ｲ) 行政実務研修員の出向  

国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会に向け、全国規模大会の開催や東近江市のスポーツ振興を図るための施

策の実施を行い、研修で得た知識を事業団のスポーツ振興に活かします。  

(ｳ)公益目的での施設貸与事業  

市民の方に広く利用いただくために、ホームページ上において利用方法や空き状況を公開し、より多くの方に利用の機

会が広く平等に行きわたるよう、定められた受付期間、期日を順守し、公平、公正で平等な利用の確保を行っています。定

期・継続的な利用団体であっても、団体の意向を聴取しながら、公共性に鑑み日程調整を行うことでより公平な利用確保

に努めています。さらに、施設を訪れるすべての利用者に、予約なしで受講できる教室の設定や、当法人のすべての管理施

設で開催される講座及びサークル活動の一覧により、生涯学習の啓蒙と振興を図っていきます。  

また、各施設においては、施設内の日常的な清掃・器具や備品の整理整頓、安全確認、定期点検を行い、経費節減を考

慮した効率的な施設維持管理事業を行うとともに、消防法や電気事業に基づく法定点検をはじめ自動ドアや冷暖房機の設

備点検等、専門的知識や技術を必要とする施設設備点検業務については専門業者に委託して実施しています。さらに、個

人情報保護規程による個人情報の取得・利用・管理を行うとともに、安全面においては、緊急時には誰もが自動対外徐細

動器（ＡＥＤ）を使用した心肺蘇生法ができる環境と職員教育を行い、安全安心な施設管理に努めながら施設の善良な管

理者の注意をもって維持管理事業を行います。  
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収益事業（市民生活と都市景観の向上及び施設貸与事業）  

１  市民生活と都市景観の向上を図る事業及びそれに付随する事業  

本事業は、東近江市の各課から年間を通じて、あるいは単発的にその都度直接委託される業務からなっています。  

後述の様に、東近江市とは密接な協力関係が必要な業務であり、人員や機材の共有といった利点を生かした、一元的な管理

を行うことでコストの低減を図りりながらも効率的な運営を行っています。  

また、東近江市全域の広い範囲をカバーするため、組織を３地区の拠点に分け、３班体制をとっているため、市からの突発的

な業務依頼にも、迅速かつ可能な限りの対応をしています。  

そして、高度化かつ多様化してきている東近江市からの依頼内容に対応するべく、人材の育成と共に機材や用具の充実を図

りながら、安全第一をモットーに作業を進めていきます。  

道路課関連業務  

①  道路のパトロール及びアスファルト合材による補修を主とした業務  

②  側溝やガードレール等道路に関連した設備や施設の軽度の修理  

③  路肩や緑地帯の除草及び清掃並びに街路樹の剪定業務  

④  きぬがさトンネルの維持管理業務  

⑤  融雪剤の設置及び回収業務  

⑥  担当課が実施、若しくは外注する業務の補助（資材・廃材の搬送、人員の補充等）  

管理課関連業務  

①   吸込池や市有地の除草、雑木伐採、設備や施設の軽度の修理  

②   自治会や各支所が地域の道路や公共の施設の修繕に必要な、山砂や砕石、アスファルト合材等の資材の運搬業務  

③  担当課が実施、若しくは外注する業務の補助（資材・廃材の搬送、人員の補充等）  

都市整備部関連業務  

①  指定される公園、児童遊園、緑地等の管理  

②  自治会管理の遊具の点検業務  

生活環境課関連業務  

布引霊苑の維持管理業務  

農村整備課関連業務  

①  吉田井スクリーン清掃管理業務  
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②  瓜生川水門、ゴミ搬出業務  

その他、不定期に受託する業務  

上記以外の、東近江市や市が監督し公共的業務を行う団体からの依頼による、東近江市関連施設の除草、清掃、剪定、雑木伐

採、ゴミの搬出、及び軽易な修繕等の業務  

２  施設貸与事業及びそれに付随する事業  

(1) 施設貸与事業  

すこやかの杜運動公園  

愛知川河川敷に近い緑に囲まれた自然環境豊かなスポーツ施設として定着し、市内はもちろん、近年は市外・県外からも多

種多様な競技で来園される運動公園ですので、更なる周知に力を注ぎ利用拡大に向けた取組みや快適に利用していただけるよ

う良好な維持管理や安全対策の徹底重視に力を注いだ施設管理を目指します。  

ア  施設貸出業務  

早期予約の対象である市、市スポーツ協会、市スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ開催の主要大会など、年間事

業等を把握するとともに、利用者への最新情報やサービスの提供をＨＰやひばり公園窓口で行います。  

イ  施設管理業務  

当施設の敷地内に事務所を構える環境管理課との連携を引続き努め、安全・安心な施設の維持管理を行います。  

能登川水車とカヌーランド  

歴史と親しみに直接ふれあえる観光レクリエーション施設として、「交流親睦の場」を提供すると共に、コミュニティ形成

を支援する魅力あふれる自然景観を維持します。また、鯉のエサの販売や遊具の貸し出し等で、より一層楽しんでご利用い

ただけるよう来園者のニーズに応えます。  

ア  貸館事業  

水車資料館内の資料展示について、地域文化団体等への施設貸出し等、多くの団体にも施設利用いただけるよう清掃美

化に努めます。また、市内学校の屋外授業にも積極的に協力することで、子どもたちの思い出に残る施設を目指します。  

イ  維持管理業務  

設備の老朽化が進む施設ですが、利用者の不便をかけないよう迅速に修繕に対応していきます。施設の安全対策はもと

より、自然環境を維持しながら、「市民の憩いの場」を提供できるよう東近江市と連絡を密にし、安全・安心な施設となる

よう努めます。  
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(2) 公益目的事業以外での施設貸与事業  

各施設の運営事業は、東近江市条例の施設設置目的に基づき実施していますが、東近江市の公共施設であることから、市

の住民健診、確定申告相談会、選挙投票会場等当法人の公益目的事業以外での施設貸与も行っています。  

また、体育施設をスポーツ以外に利用する場合には、使用料に差を設け公益目的事業を優遇しながら施設貸与事業を行っ

ています。  
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令和 3 年３月２６日  

 

 

 

 

 

                   公益財団法人  東近江市地域振興事業団  

                            理事長   持田  長三郎  


