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 事 業 報 告 書 

 

 

１ 事業概要 
平成 17年 4月に統合した「財団法人東近江市地域振興事業団」は発足後１１年が経

過し、今日まで公共施設管理運営分野において、施設の設置目的に基づいて施設管理の

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・利用者の皆さんの期待に応えてきたところです。 

「公の施設」の管理運営の担い手として施設設置目的に基づく、利用面での平等性・

公平性の確保及びコストの効率化さらに市民の効用（利用者満足度）の増大と有効性（利

用者効果・効用）のための検証、検討を加え、さらなる向上のため研鑽して市民ニーズ

に沿った管理運営を推進しています。このことから、平成24年４月１日には、「公益財

団法人」として知事の認定を受け、名実ともに「公益主体」の法人格を取得いたしまし

た。平成２９年度の事業団の組織は、3課 8係、職員総数は、理事長、常務理事、プロ

パー職員２５名、常勤嘱託職員４名、嘱託職員５名、臨時職員２０名、短時間勤務職員

（パート職員を含む。）３６名の計９２名（平成３０年３月 31 日現在）となりました。 

八日市、湖東、愛東、能登川及び蒲生地域において、16 公共施設（福祉、教育、文

化、スポーツ施設）の指定管理者として管理運営を実施し、そのほか東近江市等から１

０事業の委託業務を受託しました。指定管理者制度に基づく「公の施設」の指定管理業

務とともに、道路等の維持管理等の業務（受託事業）を実施し、平成２９年度（公財）

東近江市地域振興事業団収支決算の収入総額は、664,292,475 円、支出総額は

632,408,670円、収支差引額は31,883,805円、利用者総数は、837,578 人とな

りました。平成２１年度からは経理関係事務の合理化を図ることを目的に「公益法人会

計ソフト」の運用を開始し、振込依頼書による方式から、フロッピーディスク交換によ

る振込でスムーズな会計処理を行っています。 

また、インターネット回線を利用して各施設の経理データの集積を行い、各施設の会

計をオンライン処理しています。 

公益法人改革によって公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化

及び適正化が求められていることや指定管理者として管理施設の情報発信・利用者サイ

ドに立った情報等を提供するため、事業団ホームページを開設し、業務、財務に関する

資料の公開や各施設の空き情報やイベント情報を提供しています。 

事業団自体の体制強化・組織再編成等を行い、東近江市が出資して設立した公益法人

として、東近江市における業務を確保しつつ、増加する施設の管理運営に万全を期した

ところです。指定管理者制度の管理運営上の主な問題点は、 ①管理施設の経年劣化に

よる施設修繕 ②自主事業と一般市民への施設利用制限 ③指定事業と自主事業の展開 

④施設一体管理に伴う保険料・備品・管理車輌等の費用負担 ⑤管理コスト低減目的の
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設備投資・減価償却 ⑥安全管理・危険回避への投資 ⑦人材育成・確保目的の投資 ⑧

指定外依頼業務の費用負担 ⑨類似他団体（体育協会、地域総合型スポーツクラブ、文

化団体、自治会等）との業務範囲等があげられます。 

施設老朽化による漏水・雨漏り等修繕を要するものが多くなり、一部緊急修繕につい

ては事業団で対応しましたが、抜本的改修・修繕については施設設置者の責任において

実施されるよう、今後も引き続き東近江市所管課を通じて修繕・改修を要望します。 

平成２９年度に東近江市として施工された主な修繕・改修工事は、以下のとおりです。 

 

・東近江大凧会館 別館空調設備に係る抽気ポンプ借上 

別館エアコン設置工事 

本館陸屋根３箇所防水改修工事 

エレベーター復旧工事 

映像室天井修繕 

多目的便所 暖房便座取付工事 

・八日市文化芸術会館   ホール照明卓更新設置 

             ホール照明リフレクター他交換修繕 

             ホール、事務所トイレ改修工事 

・能登川水車とカヌーランド 定圧給水ポンプ及び受水槽タンク取替工事 

 やなぎの倒木回収 

・布引運動公園体育館   大アリーナ防火シャッター修繕 

             大アリーナ西軒天張替・塗装 

             大アリーナ誘導灯取替 

小アリーナ排煙オペレーター修繕 

             フィットネスルームエアコン室外機配線カバー取付 

非常用発電設備蓄電池取替 

・布引運動公園プール   天井トップライト改修工事 

             換気扇改修工事 

・布引運動公園陸上競技場 陸上競技場門扉（東入場口）修理 

・ひばり公園       屋内・屋外テニスコート人工芝張替工事 

遊具取替工事 

・能登川スポーツセンター 体育館軒下ケイカル板修繕 

・おくのの運動公園 多目的広場芝生苗植え 散水機、施肥動噴機購入 

             屋内外トイレ洋式化工事 

             体育館前屋外時計取替修理 
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各施設等の事業概要 

（１） 総務課 

総務課は、市行政関係各課との事務調整をしつつ、市民サービスが低下しないよ

う各管理施設との連携を密にしながら業務を推進してきました。 

庶務関係は、事業団雇用職員の人事庶務関係等の業務、指定管理施設の管理者と

して業務を推進してきました。 

会計関係では、平成２１年度から新公益法人基準に対応した「公益法人会計ソフ

ト」を運用し、新会計システムに伴う経理関係事務を順調に稼働させているところ

です。 

総務課全体としては、庶務部門・経理部門・企画管理部門の分離等を含めて、組

織体制の再編・確立が必要となっています。 

以下総務課の主要な業務 

ア 事業団の運営（理事会・評議員会）に関する業務 

イ 事業団職員の人事に関する業務 

ウ 事業団の職員研修に関する業務 

エ 事業団の財産管理及び財務に関する業務 

オ 各施設との連絡調整に関する業務 

カ 事業団の庶務及び総括経理に関する業務 

 

公益目的事業（市民福祉の増進及び教育・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 

ア 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

行いました。 

(ｱ) 基本的博物館機能（博物館資料の活用） 

① 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 日本の

凧３５点収集 

② 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 

① 三波捷昭 切り絵の部屋 ～黒と白の美～ 

開催期間 平成２９年３月１６日（木）から４月９日（日）まで 

開催期間中の入館者数 １８５人（４月１日から４月９日まで） 

② ～みんな来い！来い！～「鯉の凧展」 

開催期間 平成２９年４月１３日（木）から５月７日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ４８１人 

③ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸは大凧会館で“色んなおもちゃで遊んじゃおう！！” 
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開催期間 平成２９年４月２９日（土）から５月７日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ３２０人 

④ 夏休み特別企画展 紙と竹で作るいきものの世界 

開催期間 平成２９年７月１３日（木）から８月２９日（火）まで 

開催期間中の入館者数 １，６７４人 

⑤ 秋の特別企画「北海道の凧と郷土玩具展」 

開催期間 平成２９年１０月２６日（木）から１１月２６日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ８９９人 

⑥ “たのしさいっぱい”クリスマスの凧と絵本 

開催期間 平成２９年１２月１日（金）から１２月２５日（月）まで 

開催期間中の入館者数 ２０６人 

⑦ 新春特別企画「戌の干支凧とお正月遊び」 

開催期間 平成３０年１月３日（水）から１月２１日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ３９０人 

⑧ 鬼はそと～♪福はうち～♪「鬼の凧、福の凧」展 

開催期間 平成３０年１月２５日（木）から２月１８日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ４４２人 

⑨ ひな人形の凧展 

開催期間 平成３０年２月２２日（木）から３月１１日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ２３９人 

(ｳ) 体験教室の開催 

① 夏休み親子凧作り教室 ～カブトムシの凧を作ろう～ 

開催日 平成２９年８月１９日（土） 

１６組の親子 ２０枚作製 

② 「凧作り教室」 ～サンタクロースを大空に揚げよう！！ 

        開催日 平成２９年１２月２３日（祝） 

        ８組の親子 １０枚作成 

③ ～凧に鬼の絵を描こう～親子凧作り教室 

開催日 平成３０年２月３日（土） 

３組の家族 ４枚作成 

④ 凧作りコーナーの設置、市内外からの依頼に応じた凧作り指導 

・館内凧作りコーナーの設置 

・東近江大凧作りの指導（東近江大凧保存会と連携） 

・その他、角凧作り、連凧作り等凧作り一般の指導、助言等 

⑤ その他の体験教室・・・企画展に連動した「体験教室」を開催 

・～みんな来い!来い！～「鯉の凧展」関連イベント 
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鯉の歩行凧作りコーナー 

体験日 体験料 無料 対象者 小学生以下 

ペーパークラフトによる「鯉のぼり作り」コーナー 

体験日 体験料 無料 対象者 小学生以下 

・夏休み特別企画展 紙と竹で作るいきものの世界関連イベント 

 「立体切紙」実演会 

   開催日時 ７月１６日（日） 

１回目 午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 

２回目 午後１時３０分から午後２時３０分まで 

参加者数 １７１人 

「立体切紙」体験教室 

開催日時 ８月１３日（日） 

１回目 午前１０時３０分から午前１２時まで  

参加者数 １７人 （１５組３５人の親子の参加） 

２回目 午後１時３０分から午後３時まで    

    参加者数 １７人 （１２組３４人の親子の参加） 

「昆虫竹細工教室～クワガタ～」体験教室 

  開催日時 ８月６日（日） 

  １回目 午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 

      参加者数 １１人 （８組２４人の親子の参加） 

  ２回目 午後１時から午後２時まで 

      参加者数 １１人 （１０組２４人の親子の参加） 

３回目 午後２時３０分から午後３時３０分まで 

    参加者数 体験人数 １１人 （８組２２人の親子の参加） 

「昆虫竹細工教室～カマキリ～」体験教室 

  開催日時 ８月２７日（日） 

  １回目 午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 

      参加者数 ８人 （７組２０人の親子の参加） 

  ２回目 午後１時から午後２時まで 

      参加者数 １０人 （８組２２人の親子の参加） 

３回目 午後２時３０分から午後３時３０分まで 

    参加者数 体験人数 １１人 （８組２３人の親子の参加） 

・“たのしさいっぱい”クリスマスの凧達関連イベント 

折り紙の体験コーナーの設置 

１８０ｃｍのもみの木を準備し、来館者にサンタクロース、星、ベル等

を折り紙で折っていただき、もみの木に飾り付けていく。 
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「サンタクロースの歩行凧」体験コーナーの設置 

大きさ：８ｃｍ程のサンタクロースの凧を作るコーナーを設置。無料   

・ひな人形の凧展関連イベント 

ひな人形の歩行凧作り 体験料 無料 対象者 小学生以下 

(ｴ) 機関紙の発行及びホームページ・ブログの運営 

① 大凧便りの発行（毎月１回） 第１３１号～第１４２号 ８５０部印刷 

② ホームページの運用 http://oodako.net/  

トータルアクセス数 ８７，０７０件（3月 31日現在） 

③ ブログの運用 http://oodakomuseum.shiga-saku.net/  

トータルアクセス数 ３６３，７３２件（３月３１日現在） 

(ｵ) 東近江大凧のミニチュア、凧作りキットの販売 

① 土産用東近江大凧・絵葉書等、地元の業者や観光協会等と委託販売契約に

より販売 

② 子どもたちに「もの作りの大切さ」を知る目的として凧作り製作キットの

販売 

(ｶ) 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達に、その製作と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』が平成１９年度から、東近

江大凧保存会が行っていますが、平成２９年度においても、保存会の活動をサ

ポートし、後継者育成活動を推進しました。 

(ｷ) 凧の学習に関する教育活動の支援 

学校の総合学習として、来館する小学校、中学校が増加していますが、地域

文化「東近江大凧」そして凧の世界の学習の場として、学校教育と計画的に連

携をとり、学習の場として取り入れていただけるよう積極的な働きかけを行い

ました。結果、小学校３、４、６年生の地域学習、凧作り体験と見学、伝統文

化の東近江大凧作りが行われました。 

(ｸ) 東近江大凧まつりの企画運営 

２０１５年の東近江大凧まつりで１００畳敷大凧の落下による事故が発生し

ました。東近江大凧会館は東近江大凧まつりと密接な関係にありますので、今

後の市の動向を注視し、今後もまつり運営に参画できるよう活動していきます。 

(ｹ) 来館者増加への方策 

東近江市への来訪者を増加させるために、東近江市内の観光施設・文化施設

と連携ポスターの発行や情報交換、PR チラシの配布等の連携を図っていきま

した。また、旅行会社へダイレクトメールによる PR と県内小学校へ見学の呼

びかけも行いました。 

http://oodako.net/
http://oodakomuseum.shiga-saku.net/
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イ 文化、芸術の向上及び振興事業 

東近江市の文化芸術振興のために八日市文化芸術会館とあかね文化ホールとが

連携を図りながら、市内全域を対象とした幅広い事業を展開しました。事業内容

については、次のとおりです。 

 

(ｱ) 高品質な文化・芸術性の高い事業 

東近江市の文化施設の拠点として、幅広い世代のニーズに対応できるよう、

さまざまなジャンルで、芸術性の高い一流のアーティストによる公演 

八日市文化芸術会館事業 

① 塩入俊哉 featuring稲垣潤一コンサート（５月１４日） 

         落ち着いた雰囲気の中、ピアノとヴォーカルのマッチングが場内を魅

了しました。 入場者・317 人 

② 三山ひろしコンサート 2017～先進の道～ （８月２５日） 

昼夜の 2 回公演に多くの入場者があり人気の高い演歌を楽しんでい

ただきました。 入場者・835人 

③ 関西フィルハーモニー管弦楽団 秋の彩 クラシックコンサート 

                       （１１月３日） 

東近江出身のプロの演奏家、萩原吉樹さんと岡山理恵さんをソリスト

として地元で初披露することができ、大変意義のある事業となりまし

た。 入場者・406人 

       ④ チェンミン＆ジャー・パンファン 二胡ジョイントコンサート 

                              （３月１７日） 

         世界的に活躍する 2人の演奏は多くの入場者を魅了しました。 

                                入場者・４８１人 

 

あかね文化ホール事業 

① 「杉田二郎＆ばんばひろふみ」（７月 15 日）入場者・342 人 団魂

世代の代表として、歌の力強さ、心の温まる名曲をお贈りしました。 

② 「オペラ1stレッスン vol⑦」（10月 9日）入場者・104人 「ラ・

ジョコンダ」「椿姫」等オペラの名場面を生演奏。作品内容や時代背景、

作曲者等を解りやすい解説で楽しく学べる講座。今年度で 7回目の開催 

③ 「ケロポンズコンサート 2017」（9月 10日）入場者・497人 歌

あり、笑いあり、あそびあり、体操あり、ミュージックパネルありなん

でもありのステージで観客を沸かせました。 

(ｲ) 次世代育成、こども未来事業、市民参加型事業 

 未来を担う子ども達に、芸術鑑賞を通して豊かな心を育む事業を開催しま
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した。 

 

八日市文化芸術会館事業 

① 夏休みワークショップ「みんなでとろう！コマどりアニメーション」 

                   （８月１１日・８月１２日） 

  芸術を作り上げる楽しさを経験してもらいました。高校生ボランティ

アとともにコマ撮りアニメーションを撮影し、翌日上映会を開催しま

した。  参加者・小学生他１５名及び保護者 

② ベビーと一緒にコンサート（４月５日．7月５日．9月２７日． 

１２月６日．4回）            入場者数・492人 

③ 第７回音楽を感じるアウトリーチ事業（６月２８日．６月２９日） 

  プロの音楽家を招いて市内小学校の音楽の授業に派遣し、音楽を通じ 

  た交流を持ってもらいました。ピアニスト塩見亮氏、フルート奏者塩 

見峰子氏   参加者・13２人 湖東第二小学校・能登川南小学校 

④ 第８回中学生のためのブラスクリニック（８月１８日） 

  プロの講師から直接指導を受けることで、東近江地域の吹奏楽部のレ

ベルアップを図りました。  参加者・74人 

 

あかね文化ホール事業 

① 第18回あかね人形劇まつり（5月 14日）入場者・231人 

② 人形劇を楽しむシリーズ vol．33「森のどんぐりさん公演」 

（3 月 24 日）入場者・174 人 人形劇「森の中のポンポコリン」、紙

芝居、エプロンシアター 

(ｳ)市民参加型交流事業 

 市民の皆さんが、元気に交流し、地域コミュニティの向上を図れる事業に

取り組みました。 

あかね文化ホール事業 

「音楽の散歩道」（毎月第２木曜日） 

 毎月、様々なジャンルの音楽家にご出演いただき演奏を鑑賞した後は、

コーディネーターの指導のもとご来場の皆様と一緒に歌を歌いました。（延

べ入場者・1,062名） 

(ｴ) 展示事業 

八日市文化芸術会館事業 

企画展 東近江ゆかりの作家シリーズ⑨ 古久保憲満の世界（１月１３日

～１月２８日）  

今回は、市内出身の若手アーティストにスポットをあて開催しました。
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ニュース番組や新聞に取りあげられるなど大きな反響があり、過去最高

の入場者となりました。          入場者数・2,004人 

(ｵ) 共催後援事業等 

八日市文化芸術会館事業 

東近江市文化団体連合会・東近江市芸術祭実行委員会等の主催事業では、 

協力して発表会をサポートしました。 

① 東近江市民大学（６月１日～１０月３１日） 

② 東近江市文化団体連合会 芸能発表 展示発表 

・９月９日 第１２回芸能発表会 

・１２月５日～９日 第１２回文化展 

③ 東近江市芸術文化祭実行委員会 芸能発表 展示発表 

・１０月１１日～１５日 第１２回東近江市美術展覧会 第1期（日本

画･彫刻彫塑･書） 

・１０月１８日～２２日 第１２回東近江市美術展覧会 第2期（洋画･

美術工芸･写真） 

・１０月２１日東近江市芸術文化祭イベント こどもフィスティバル 

・１０月１３日東近江市芸術文化祭イベント ロビーコンサート 

・１１月１１日東近江市芸術文化祭イベント ロケットサーカス 

・１１月１２日東近江市芸術文化祭イベント 「鼓童」 

・１１月２３日東近江市芸術文化祭イベント 芸能フェスティバル 

・１２月１６日東近江市芸術文化祭イベント映画「この世界の片隅に」 

 

あかね文化ホール事業 

9 月 23 日 悠久の丘 お月見コンサート（協賛） 

(ｶ) 芸術文化に関する情報の発信事業 

「八日市文化芸術会館・あかね文化ホール」のファンを増やし、多くの方に

芸術文化に触れていただくために「友の会」の募集を行いました。今年度で８

年目となり 213 人の会員となりました。また、事業団のホームページとは別

に新たなホームページで主催イベントや貸館事業のイベントをより詳しく掲載

し、利用者の利便性の向上を図りました。 

ホームページ http://yokaichi-bungei.com/ 

 http://akane-bunkahall.com/ 

 

ウ それに付随する事業  

公益目的での施設貸与事業 

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
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き、管理運営に関する基本協定を遵守し、円滑な運営・利用促進を図りながら、

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与事業を

行いました。 

また、文化、芸術の向上及び振興事業を行う施設では、各種団体の発表会や講

演会・芸術展等に施設貸与事業を行いました。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、公正で平等な利用

の確保を行いました。 

 

（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 

ア 市民福祉の推進事業 

勤労者総合福祉センターでは、心身ともに健全な発達と明るく豊かな市民生活

を創造するため、生涯学習の導入講座として初心者を対象とした文化教養講座・

キャリアアップ講座・健康づくりの講座を開講しました。講座はアンケート調査

等によってニーズを把握し、誰もがいつでも各ライフステージにおいて参加でき

るよう受講者を広く募集し、勤労者福祉の増進を図りました。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・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

及振興を図りました。 

さらに、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文化発表

会を開催し、他団体や他講座の受講者との交流を図りました。 

(ｱ) 教養講座（ウェルネス講座） 

・文化教養講座 

茶道講座 年２８回、華道講座 年１８回、水墨画講座 年２２回、フ

ラワーアレンジ講座 年１８回、ビーズアクセサリ－講座(初級)年１８回、

ビーズアクセサリ－講座(中・上級) 年１８回、実用書道ペン字講座 年

２０回、実用書道ペン字講座ＰＡＲＴ２ 年２０回、ワクワクおしゃれ塾 

年４回、ネイル 年１０回、新規講座に俳句 年１０回 

・キャリアアップ講座 

英会話講座（初級） 年２４回、英会話講座（中級） 年２４回、英会

話講座（上級） 年２４回、韓国語講座(入門） 年２０回、ファイナンシ

ャルプランナ－３級(９月試験) 年１３回、 ファイナンシャルプランナ

－２級(１月試験) 年１６回、新規１講座に日商簿記３級 年２２回、 

・健康づくり・癒し講座 
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健康太極拳講座 年２８回、リフレッシュヨガ講座 年２８回、有酸素

運動とヨガで健康に 年１２回、簡単楽しく動くリズム体操 年１２回、

カラダらくらくヨガ 年２１回、健康美バレトン講座 年２１回、優しい

ベリーダンス講座年２５回、笑いヨガとﾘﾗｸｾﾞｰｼﾞｮﾝﾖｶﾞ 年２１回、受講者

は市内外の様々な地域から参加され、講師を中心に講座をとおして交流を

深めながら熱心に学ばれました。楽しいフォークダンスとレクダンスは国

民健康保健運動教室として６回開催しました。 

(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１５日（日）に開催し、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に参加することによって、受講生としてではなく指

導者・指導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

いただきました。 

また、お楽しみ抽選会では他団体・他講座・地元の方・当日来館者・受講生・

講師みんなで楽しい時間が共有でき交流と親睦が図れました。ウェルネス講座

受講生や体験コーナー・展示・ステージ発表者が増えてきています。それに伴

い来館者も増加し、広場の駐車場が満車で建部コミニテイーセンター・建部幼

稚園の駐車場を借用しました。 

(ｳ) サークル支援事業 

勤労者総合福祉センターでは、各講座終了後は、今年度はビーズアクセサリ

ー講座の他にパッチワーク講座、ハワイアン・フラ講座、ワクワクおしゃれ塾

講座受講生によるサークル活動への導きができました。また、ウェルネス文化

発表会での自主団体のステージ発表や体験講座により施設利用団体の活動が維

持継続発展していけるようにするととともに、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し生涯学習の普及振興

を図っています。 

また、サークル活動情報を一般利用者や自主サークルグループに情報提供す

ることで、利用拡大も図っています。 

(ｴ) その他の事業 

勤労者総合福祉センターでは、「ファイナンシャルプランナ－３級講座」は９

月に検定試験、「ファイナンシャルプランナ－２級講座」は１月に検定試験があ

り、資格取得をめざした講座を開催し、３級は受講生の８０％程度が合格され、

２級は３０％が合格されていると講師から聞いています。合格者は、次年度に

「ファイナンシャルプランナ－１級講座」の開講を希望されています。 

また、今年度は日商簿記３級講座を開催し、講師による熱心な指導に参加者

には大変好評でした。 
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イ 生涯教育の振興を図る事業  

(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 

生涯学習講座の開催と展開 

生涯学習センター機能的事業を「ライフロング」と名付けて６年目に入り

市民の皆様にもこの名称が浸透してきました。市民の皆様がどのような講座

を求めておられるか随時アンケートを取りながら検討し、ニーズに合ったメ

ニューを準備しました。４ヵ所の拠点施設から市内のコミュニティセンター

へと生涯学習が広がることを意図して事業を実施しました。 

平成２９年度は、各種講座及び講演会等を含め１１６講座・コースを開催

しました。過去５年の実績をベースにして内容の充実を図り、八日市文化芸

術会館、蒲生、湖東、能登川の各コミュニティセンターでそれぞれ新規講座

や追加講座の拡大に努めました。 

八日市文化芸術会館では新規講座「花結び入門」「サイエンスキッズ」等を

追加、受講生のニーズに合わせて「きもの着付け講座」「ゆったりヨガ入門」

等は回数やコースを増やして対応するなど、講座数、講座内容も充実してき

ました。 

蒲生コミュニティセンターでも「デコパージュ教室」「プリザーブド・アー

ティシャルフラワー教室」「話題のハーバリウム」等の新規講座を開講しまし

た。「有酸素運動とヨガ」「リズム体操」等の当日受付の講座には、昨年を上

回る多くの参加者がありました。 

湖東コミュニティセンターでは従来からの人気が高く定着している講座を

含め、幅広く多数の講座を着実に開講しつつ、「はじめてのタップダンス」「ゆ

かたの着付け入門」「はじめてのクレイクラフト」等、ニーズを取り入れた新

規講座を開講しました。 

能登川コミュニティセンターでは、会場との協力関係を保ち、「ゆる文字講

座」「おいしい発酵食品」等新規講座も加えて内容を充実してきました。「ス

ッキリ交換会」も４年目に入り地域に定着してきました。今後も市内にバラ

ンスよく生涯学習の機会を提供できるよう能登川での講座を着実に展開して

いきます。 

・ライフロング受講生作品展 

昨年に続き３回目となるライフロング受講生作品展を、昨年から 1日会期

を延ばし２月１日～４日の４日間で開催しました。拠点４会場の２４講座の

受講生作品５８２点を集めました。展示と同時に２月１日～３日まで講座の

ワークショップを行いました。（チョークアート、ちくちくソーイング、大道

芸）、２月４日には「スッキリ交換会」を実施し、ライフロングの特徴を活か
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した 4日間の作品展となりました。４日間ですべてのコーナーを合わせて延

べ５４３人の来場者がありました。今後もこの展示を定着させて行きます。 

・クリスマスコンサート 

       第４回目となるクリスマスコンサートを１２月１７日に展示室で開催しま

した。今年度はハンドベル、ウクレレ、サンポーニャ、ジャンベ、蒲生会場

のフォークギター教室受講生の発表に加え、能登川会場で開催している「た

のしい歌の講座」のコーナーを追加して開催しました。１９８人の来場者が

ありアットホームなコンサートとなりました。これからも受講生の発表を兼

ねたコンサートとして継続していきます。 

・コミュニティセンター職員研修 

年間９回開催される生涯学習課のコミュニティセンター職員研修のうち２

回の企画を担当しました。第１回は６月１６日に「やさしい花結び体験」、第

2 回は１月１６日に「魅惑のハーバリウム」を、いずれも蒲生コミュニティ

センターで開講しました。コミュニティセンター職員が講座を企画する際の

ヒントとしてもらうことができました。 

・市内コミュニティセンターとの連携等 

随時、講座や講師情報を提供することで連携協力を図っています（企画

協力、講師紹介、日程調整を含め16件）。次年度もさらに充実した内容の

事業展開を図っていきます。 

 

各種講座については、生涯学習に求められる多様なニーズに対応できるよ

う、様々な講座を８分野で構成して開催しました。 

開催した１１６講座・コースの延べ受講申込者数５，５７６人、受講料収

入合計６，３７７，１００円。延べ講座開催回数８３０回に対し、延べ参加

者数は１１，９１５人でした。 

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 

・子育てひろば（のびのびコース）（きらきらコース）各 10回 

② こどもの感性をみがく講座 

八日市文化芸術会館 

 ・チャレンジネイチャーキッズ（特別企画１回含む） 4回 

 ・チャレンジサイエンスキッズ ３回 

湖東コミュニティセンター 

・リトミック教室 1１回 ・リトミックひろば２回 

・キッズストリートダンス（後期 5回含む）20回 

・ＡＢＣ教室（幼児クラス・小学生３クラス）各34 回 
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蒲生コミュニティセンター 

・親子で楽しくリトミック 1２回・キッズぱん教室１回 

・キッズスイーツ教室 1 回・こどもクッキング1回 

・親子のＡＢＣ １期～3 期 各６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 

・異文化交流 サンポーニャ入門 １０回 ・ジャンベ入門 １０回 

湖東コミュニティセンター 

・異文化交流 中国語会話講座２０回 

蒲生コミュニティセンター 

・はじめての英会話教室 前後期 各10回 

④ 文化教養を高める講座 

八日市文化芸術会館 

 ・花結び入門 前期６回、後期４回 

湖東コミュニティセンター 

・絵画教室（初心者・アートコース）各 12回 ・水墨画教室1３回 

・陶芸教室12回×2日 ・生け花教室（２クラス）各15 回（お盆の生

け花・お正月の生け花体験各 2回） 

・写真ステップアップ（火曜・日曜）各１２回 ・薬膳料理 １回 

・簡単！おいしい発酵食品（ぬか床・キムチ・味噌）各 1回 

蒲生コミュニティセンター 

・簡単！おいしい発酵食品（梅・納豆）各 1回 ・薬膳料理 1回 

能登川コミュニティセンター 

・簡単！おいしい発酵食品（ピクルス・チーズ）各 1回 

・薬膳料理 1回 

⑤ 仲間作りと交流が生まれる講座 

八日市文化芸術会館 

・ハンドベル入門 12回 ・ウクレレ入門10 回 

・ウクレレ道場（後期追加 3回含む）12回 

・パステル画入門 前後期 各６回 ・やさしいスケッチ入門 前後期 各６回 

・ゆる文字講座 前後期 各４回 ・初めてのデジタル写真 ５回 

湖東コミュニティセンター 

・パンとお菓子の教室Ａコース１２回 B・Ｃコース各５回 

・魚のさばき方入門 ２回 

蒲生コミュニティセンター 

・絵手紙教室 ８回  ・フォークギター入門８回 
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・はじめての囲碁６回 ・旬の野菜を美味しく保存 2回 

・話題のハーバリウムをつくろう１回 ・がもう組歌声喫茶（共催）２回 

能登川コミュニティセンター 

・たのしいスケッチ入門 前後期 各６回 ・ゆる文字講座 ４回 

・たのしい歌の講座 6回 

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 

・男のヨガ入門２４回  ・大人の音楽脳トレ １２回 

・ゆったりヨガ入門（午前の部・午後の部） 前後期 各１０回 

湖東コミュニティセンター 

       ・はじめてのタップダンス（後期５回含む）２０回 

蒲生コミュニティセンター 

・リズム体操 24回 ・有酸素運動とヨガで健康に 24回 

⑦ 技術習得で快適ライフ講座 

八日市文化芸術会館 

・整理収納アドバイス講座 （ポイント編・実践編） 各２回 

       ・スッキリ交換会１回 ・整理収納相談コーナー１回 

・きもの着付け講座 １０回 

湖東コミュニティセンター 

・パソコン教室 初心者、ワード、エクセル､画像インターネット等５コー

ス各 5回 

・ゆかたの着付け入門 ２回 ・きもの着付け入門 ６回 

蒲生コミュニティセンター 

・筆ペン教室８回 ・ちくちくソーイング８回 ・デコパージュ教室４回 

・プリザーブドアーティシャルフラワー教室１回 

・しめ縄をつくろう１回 

能登川コミュニティセンター 

・整理収納アドバイス講座（ポイント編・実践編）各２回 

・プロに学ぼうわくわくフォト ６回 

・ゆかたの着付け入門2回 ・きもの着付け入門 ６回 

・スッキリ交換会 1回 ・整理収納相談コーナー1回 

      ⑧ 青年向け講座 

        今年度から新たに高校生～およそ３０代を中心にした青年層向け講座の 

開催をしました。八日市文化芸術会館を会場に毎回受付可能で２講座を 

企画し、延べ３９人の参加がました。特にユースアクションは参加した 

若者のやりたいことを実現するという内容で、アウトドアで燻製づくり、 
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パンを焼く、釣りなどに挑戦しました。 

・目指せ！ストリートパフォーマー ６回 

・ユースアクション ４回 

⑨ 地域に出かける巡回講座等 

        様々な分野で開催する上記の講座を各コミュニティセンターに情報提供 

しました。 

⑩ 講師デビュー企画 

学んだことを活かすために指導をしてみたい人等を対象に講師デビュー

企画として募集しました。講座の設定までには至りませんが、問合せもあ

り講師候補となる人も登録できたことから、今後も新しい講師としての人

材蓄積を継続していきたいと思います。 

⑪ その他活動の発表等 

講座で学んだ成果発表の機会として各地区文化祭への出展や受講生独自

の作品展を開催しました。 

・湖 東 文化祭出展とステージ発表（11/3） 絵画、水墨画、陶芸、写真

ステップアップ、生花、キッズストリートダンス、はじめてのタッ

プダンス 

     絵画教室受講生 心のときめき展（湖東図書館）9/1～9/20 

    ・蒲 生 文化祭出展（10/27～29）絵手紙教室、筆ペン教室、ちくちく

ソーイング、デコパージュ教室 

      ・能登川 文化祭出展（11/4～5） デジタル写真入門 

           能登川コミュニティセンターロビーショーケース展示 

           たのしいスケッチ入門ちっちゃな作品展（10/1～31） 

           ゆる文字講座ちっちゃな作品展（12/1～28） 

・文芸会館 作品展示 ゆる文字講座ちっちゃな作品展（8/18～27） 

パステル画入門ちっちゃな作品展（9/12～27） 

     デジタル写真ちっちゃな作品展（9/28～10/12） 

上記のとおり年間を通じて、各会場で全市に向けた生涯学習の機会提供

を行いました。受講者は市内の様々な地区から参加され、交流を深めなが

ら熱心に学ばれました。 

受講者の募集に際しては、募集チラシの作成、ケーブルテレビの番組や

文字放送、地域新聞、情報紙等を利用し、市内全域へのＰＲに努めました。

開講する講座を上半期、下半期にまとめた募集チラシをそれぞれ春、秋に

発行し、春は新聞折込、秋は全戸配布で市内全域にＰＲをしました。 

受付については、今年度も一定の期間を設け、主会場となる八日市文化芸

術会館、湖東、蒲生コミュニティセンターの３会場で能登川開催の講座を除
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く全ての講座を受付できるようにしました。 

今後も、このように広く市民にサービス提供をしていきたいと思います。 

 

(ｲ) 各種事業の情報収集と発信 

生涯学習センター機能的事業 

① 生涯学習だより広報「ライフロング」発行 

各種講座の紹介を含め、主催する生涯学習講座のほか市民が参加でき

る様々な講座の紹介に努めるため隔月毎に発行し、講座受講生への配布

や市内各施設への配布回覧、催し物やイベントで配布することにより情

報提供に努めました。 

② 八日市文化芸術会館ホームページからの情報発信 

各講座の募集情報、開催した講座の講座レポートを掲載しました。ホ

ームページを見て受講申込に来られる方も増えてきています。 

③ 市関係その他の情報媒体（広報、ケーブルテレビ等）からの情報発信 

市広報では、毎月ライフロング事業講座受講生募集情報を掲載。ケー

ブルテレビでは、2ヵ月に 1回、５分間のライフロングコーナーでの情

報提供を継続しています。ＦＭひがしおうみでも情報提供を行いました。 

講座の開催時期に合わせて報道機関に記事提供を積極的に行い、募集

情報を掲載してもらうことで参加者の増加につながりました。 

④ 生涯学習課コミュニティセンター職員研修における情報発信等 

コミュニティセンター職員研修の講座企画を通じて、講座情報、講師

情報の提供を行うとともに、各コミュニティセンターの求めていること

や実施事業等の情報収集に努めました。 

⑤ 意見集約 

講座開催後はアンケートによる意見の収集を図りました。また受講生

ともできる限り対話をすることにより次の講座への参考としました。主

なアンケートはホームページの講座レポートから発信しました。 

今後も、市民が参加したい、受講したいと望む学習意欲に応えられる

よう、各コミュニティセンターとの連携を図り、より多くの情報を得ら

れるように努めます。 

(ｳ) 各種サークル・団体の支援 

生涯学習センター機能的事業 

既に今日まで展開してきた各種講座から自主サークルとして地域に根付く

活動をされているグループへは、参加者募集を含めた地域へのＰＲを行う等

の支援を行いました。また、主催する講座の中からも自主的に活動できるサ

ークルとなるよう育成や方向付けに努めました。 
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(ｴ) 生涯スポーツの推進事業（自主事業） 

布引運動公園 

市民の健康、体力の増進を図るため広く参加者を募り、各種教室を開催し

ました。各年齢層に応じた運動の機会を提供し、体力づくり・生きがいの場

となるように教室プログラムを設定しました。 

① コアバランスヨガ教室は 10 回コース×４期×２クラスで 994 人が受

講、ステップウォーキング＆ボールエクササイズ教室は 10回コース×４

期で 385 人が受講、ＺＵＭＢＡ（ｽﾞﾝﾊﾞ）教室は 10 回×４期で 328 人

が受講、バレトン教室は６回×４期で 81人が受講、らく！楽！エクササ

イズ教室は 10 回コース×4 期で 260 人が受講、骨盤底筋筋力運動教室

は 10 回コース×4 期で 154 人が受講、メンズヨガ教室は 10 回コース

×４期×２クラスで 361 人が受講、朝ヨガ教室は 10 回コース×４期で

552 人が受講、リフレッシュヨガ教室は１０回コース×４期で 295人が

受講、単発教室のストレッチエアロ教室は計 40 回で 258 人が受講、シ

ェイプアップダンス教室は計 37 回で 278 人が受講、元気やる気笑顔が

でる運動教室は計 74 回で 411 人が受講、体験教室は随時参加いただき

108 人が受講されました。 

② 水泳教室では９回×１期、１１回×３期×３４クラス（ベビー・幼児・

ジュニア・育成・レディース・マスターズ・アクアビクス・アクアウォー

キング・シルバー教室）開催し、各期の受講参加人数は次のとおりです。 

第 1期 （4月～ 6月・ 9回）8,903人 

第 2期 （7月～ 9月・11回）11,260 人 

第 3期（１０月～１２月・11回）11,408 人 

第４期（ １月～ ３月・11回）10,320人   合計41,891人 

③ トレーニング室利用者説明会 月 3回×１２回、その他２回受講者 ４

９７人（各月）、マラソン初級教室 ６回×2期 受講者８人、マラソン中

級教室 ６回×前期、１２回×後期 受講者１０人、キッズ陸上教室 ６

回×２期 受講者１５５人、姿勢ウォーキング＆ストレッチヨガ １０回

×３期 受講者６２人 キッズラン教室＆ミニ記録会 1回×２部制 受

講者１４９名、インボディ 測定者１９７人、ビギナートレーニングレッ

スン 受講者７９人、その他スポーツ・健康に関する講演や相談、トレー

ニング指導 

 

湖東体育館 

利用者が親しみを持って快適に利用でき、スポーツを通じて交流の場・出

会いの場となるようニュースポーツを楽しむ教室を行いました。 
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ニュースポーツ教室  毎週水曜日 ２０：００～２１：５０ 受講者１

２人 ４月～３月（４８回） 

 

ひばり公園 

施設の特性を生かし、健康、体力向上を図るため、硬式テニス教室（レベ

ル別に７クラス）を開催しました。年度間の参加人数は延べ 172 名の参加

で、健康やストレスの解消、交流の場の提供を目的に、楽しく開催しました。 

初心者・初級コース ３クラス、初級コース １クラス、初中級コース ２

クラス、中級コース １クラス春、夏季１０回×２期、秋、冬 8回×２期定

員各１０人 

みすまの館の和室で健康増進、肩こりや腰痛予防、ストレス解消の場とし

て「ストレッチヨガ教室」・「椅子ヨガ教室」・「かんたん健康体操教室」を開

講しました。 

ストレッチヨガ教室 7回×２期、8回×4期 計６期 延べ５８人、 

椅子ヨガ教室 ６回×２期 延べ１９人、かんたん健康体操教室 ６回×

２期 延べ１３人の参加がありました。 

 

能登川スポーツセンター 

市民の健康、体力の増進を図ることはもとより、スポーツを通じた仲間づ

くりの機会を提供することができるよう教室運営を実施しました。 

ストリートダンス（一般コース）       延べ受講者数  １８５人 

ストリートダンス（幼児・小学生体験コース） 延べ受講者数  ２０３人 

姿勢改善筋力ＵＰ運動教室（一般）      延べ受講者数  １３７人 

認知機能強化運動教室（一般）        延べ受講者数   ３５人 

 

蒲生体育館 

スポーツ少年団の活発な活動の支援として指導者や保護者の協力を得なが

ら体育館で実施するバドミントン・卓球種目の体験教室を開催し、親睦や交

流を図れる場の提供に努めました。 

小学生バトミントン・小学生卓球教室   延べ受講者数   ３７名 

(ｵ) 共催・後援事業等の開催 

布引運動公園 

① バスケットボールスクール 

滋賀レイクスターズ・東近江市バスケットボール協会共催のバスケット

ボールスクール（エンジョイ・チャレンジの 2クラス、月 4回・年間48

回開催）に後援事業として窓口業務等協力しました。 
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② チアスクール 

滋賀レイクスターズ・東近江市バスケットボール協会共催のチアスクー

ル（キッズ・ジュニアの2 クラス、月4回・年間48 回開催）に後援事業

として窓口業務等協力しました。 

③ 国民健康保険健康教室 

東近江市市民環境部保険年金課の委託事業として、国民健康保険加入者

対象の骨盤底筋筋力運動教室、元気やる気笑顔がでる運動教室を体育館で

開催しました。各 6 回、延べ 222 人の受講がありました。陸上競技場で

は姿勢ウォーキング＆ストレッチヨガ教室を開催しました。 

④ 第５６回東近江市元旦健康マラソン大会     参加者数１,３１５人 

 

能登川スポーツセンター 

東近江市保険年金課の委託事業として国民健康保険加入者を対象としたそ

れぞれ６回講座認知機能強化運動教室、健康ウォーキングと簡単体操運動教

室を開催し延べ１４４人の受講がありました。 

 

おくのの運動公園 

東近江市国民年健康保険運動教室事業でのノルデックウォーク教室を開

催いたしました。 

 

(ｶ) 地域総合型スポーツクラブやサークル活動の支援事業 

布引運動公園 

総合型地域スポーツクラブコミスポようかいちの運営において、企画等に

関わりながら、地域スポーツの活性化のため事業展開の支援をすすめました。 

 

能登川スポーツセンター 

ＮＰＯ法人能登川総合スポーツクラブの活動や事務所としても利用され、

クラブの事務所定休日や時間外に来られるお客様に対する活動を案内等によ

り、クラブ運営の支援を行いました。 

 

蒲生体育館 

昨年に引き続き総合型あかねスポーツクラブの活動においては、企画や運

営の他、積極的な支援を進め、地域の市民や子ども達を対象とした「親睦イ

ベント」、「ニュースポーツ教室」等を開催して、総合型の趣旨である地域密

着型の活動を展開しました。会員には種目ごとに練習法を親切丁寧に指導し、

２時間の活動時間内で基礎の習得が得られました。 
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① 「会員活動」月曜日午前 ソフトテニス、午後 バドミントン・ビーチ

ボール 水曜日午前 ビーチボール・バドミントン、木曜日午後・土曜日

夜 卓球・バドミントン・ビーチボール等 

② 「親睦イベント」グラウンドゴルフ・カレー作り・健康ウオーク 

③ 「ニュースポーツ教室」隔月第三金曜日の夜には、スポーツ人口を増や

す取組をしました。約５０名の参加がありました。 

 

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、よりよいスポーツの普及と発展

に努められるよう次の共催事業を行いました。 

あいとうスポーツクラブ共催事業 

あいとうノルディックウォーク、あいとうグラウンドゴルフ大会、あいと

うナイターグラウンドゴルフ大会、あいとうキッズスポーツ大会、あいとう

スポーツクラブ杯フットサル大会、あいとうスポーツクラブ杯愛東地区ビー

チボール大会、あいとう卓球大会、あいとうスポーツフェスティバル、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、ディス

コン大会、あいとうスキー＆ボードツアー等の受付や開催準備の連携を図り

ました。 

(ｷ) 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の実施 

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、

次年度に向け生涯スポーツ推進チームによる生涯スポーツ振興の方策を検討し

検証を行ってきました。 

(ｸ) スポーツ大会、競技会等の主催事業 

 

布引運動公園 

① 布引ダンスフェスティバルの開催 

３月 11日開催の「布引ダンスフェスティバル2018」では、県内から

76 チーム・観客数を含めると約 1,300 人の参加ありました。 

参加チームから実行委員を募集し、5 人が中心になり企画運営を行いま

した。他の全チームにも当日役割を分担し、参加者全員で大会を作りあげ

ることができました。 

② 楽しく泳ごう会の開催 

東近江水泳連盟の協力を得て９月 24 日に開催し、187 人の参加があ

りました。 

小学生以上の水泳愛好者を対象に水中ゲーム・レクリェーション・競泳
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を行い、水に親しみ交流を図りました。 

③ ウォーターカーニバルの開催 

幼児・ジュニアの水泳教室受講生対象のウォーターカーニバルを 2月２

5 日に開催し、96 人の参加がありました。アスレチック（大型滑り台）

を設置する等して受講生とコーチとの親睦を図ることができました。 

④ クリスマス会の開催 

幼児・ジュニアの水泳教室受講生対象のクリスマス会を１２月 3日に開

催し、99 人の参加がありました。２階のギャラリーにてクリスマスブー

ツ作り、コーチの出し物（絵本の読み聞かせ・パネルシアター・手遊び等）

を行いながら受講生とコーチとの親睦を図ることができました。 

⑤ 芝生ふれあいデー 

大型連休期間の５月５日に陸上競技場を無料開放し、天然芝のフィール

ドではスポーツイベントコーナー、遊具コーナー、憩いのコーナーを設け、

遊びを通じてスポーツにふれあっていただきました。また、スポーツ推進

委員協議会によるニュースポーツコーナーや新企画のスポーツかるたウォ

ークラリーを開催し、子どもから大人まで自然とふれあいながらゴールま

で盛り上がりました。トラックレーンでの陸上器具の無料貸出し、かけっ

こ、幅跳び、投てき、砂場遊び、幼児向けの遊具遊びのフィールド設置、

体験コーナーでは炭のデコレーション工作、協力団体による花苗の無料配

布等広く市民の皆様に楽しんでいただきました。当日は、天候にも恵まれ

参加者は１,０００人余りの方々で賑わいました。 

 

長山公園 

① ５月～９月にかけて第４２回東近江市民早朝親睦野球大会に３チーム、

延べ３６０人の参加がありました。優勝したアストロウズは、来年９月に

開催されます滋賀県勤労者選抜早朝野球選手権大会に東近江市代表で出場

されます。 

② ９月３日の第１３回東近江市民ソフトボール大会では、一般男子の部７

チーム、シニア＆男女混合の部８チーム計２７０人の参加があり、一般男

子の部は八日市ヒーローズ、シニア＆男女混合の部はＮＯＴＯＧＡＷＡ 

ＳＣの優勝となりました。 

 

ひばり公園 

硬式テニス大会（ひばりドーム杯）を平成２９年１１月５日にテニス教室

指導者との協力により開催しました。 参加人数は６２人で、小学生から６

０代の方まで参加いただき、白熱した大会を開催することができました。 
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能登川スポーツセンター 

地域的に活動が盛んなバドミントン競技を通じ、市民交流がもてる第１２

回東近江市バドミントン交流大会（混合ダブルス団体戦）を２月１１日開催

いたしました。参加チーム２２チーム計１３５人が参加されました。 

 

おくのの運動公園 

ソフトバレー大会を市内外問わずソフトバレーボール愛好者を募集し、１

１月５日に開催いたしました。男女混合チーム３７チーム１５０人が参加さ

れました。 

 

(ｹ) スポーツ大会、競技会等の貸館開催事業 

布引運動公園 

全国規模の大会や各種試合を開催し、スポーツ観戦による競技の啓蒙とス

ポーツの振興を図りました。 

① ７月 29 日、30 日の輝き CUP 日本ヤングバレーボール選手権、９月

２日・３日の近江の国合戦小学生バレーボール交流大会は 1,000 人を超

える規模の利用がありました。 

他府県からの大会や各種試合を開催し、スポーツ観戦による競技の啓蒙

とスポーツの振興を図りました。 

② ＪＦＬ 201７シーズン、ＭＩＯびわこ滋賀のホームゲームを１０試合

開催しました。３月５日～１１月１２日（シーズン期間、ファースト・セ

カンドステージ） 

③ 滋賀県サッカー協会天皇杯県予選 ４月９日、八日市グラウンドゴルフ

協会会長杯 ５月２２日、東近江市ゲートボール連盟大凧杯 ５月２９日、

県高体連サッカー春季大会 ６月１・３日、市民体育大会陸上 ６月4日、

滋賀県中体連陸上記録会 ６月１０日・７月１日、滋賀県中体連陸上専門

部７月２１日・２２日、東近江市ソフトボール協会全日本実年ソフトボー

ル ９月２３日～２５日、滋賀県陸協記録会 ９月２4 日、東近江市グラ

ウンドゴルフ大会 １０月２0 日、滋賀県小学生陸上記録会 １０月 28

日、東近江市タグラグビー交流試合 11 月 26 日、東近江市民駅伝競走

大会 １２月３日、日本フットボール推進機構 JFPM CUP １２月9～

１0 日、東近江市元旦健康マラソン大会（事業団後援事業）１月１日、東

近江市長杯少年サッカー大会 3月４日 
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ひばり公園 

① 春季近畿地区高校野球滋賀県大会４/１５～５/３まで開催。期間中の利

用人数は ６，９６３人となりました。 

② 秋季近畿地区高校野球滋賀県大会９/１６～９/３０まで開催。期間中の

利用人数は ４，５３１人となりました。 

③ 近畿少年軟式野球大会８/１２～１３まで開催。利用人数は１，２００人

となりました。 

 

能登川スポーツセンター 

① 水車のまち杯親善ゲートボー大会  ４月２０日 来館者数６００人 

② 東近江市クラス別バドミントン大会 ６月１０日 来館者数１８０人 

③ 全国小学生バドミントン大会県予選会  7 月２日 来館者数５４７人 

④ 第１７回水車杯バレーボール大会   ９月９日 来館者数３８０人 

⑤ 東近江市剣道優勝大会       １０月７日 来館者数３８０人 

⑥ 剣道関西大学リーグ冬季大会    １２月３日 来館者数２３０人 

 

蒲生体育館・蒲生運動公園 

滋賀県サッカー協会社会人リーグ  ５月２８日、６月４日、２５日 

7 月 2日、９月 10日、24 日、10月 29日、１１月５日 

新日本スポーツ連盟野球部会 ４月２日、４月３０日、６月１８日 

7 月 2日、8 月 6日、20 日、9月 3日、24日  

蒲生スポーツ少年団バレーボール大会 ７月２９日、３０日 

蒲生地区町づくり協議会あかね夏祭り ７月３０日 

蒲生地区子供会連合会ドッジボール大会 ８月 ６日 

市スポ少近江の国バレーボール交流大会 ９月２日、３日 

蒲生スポーツ少年団ソフトテニス大会 ９月２日、11月２５日 

蒲生少年野球交流大会 ９月３０日、10月１日 

蒲生地区大運動会 １０月８日 

滋賀県中体連ハンドボール秋季大会 １０月２０日、２１日 

     “      順位決定戦 12 月 9日、10日、1月 14日 

東近江市老人クラブ蒲生ブロックスポーツ大会 １０月１８日 

蒲生地区体育協会カローリング大会 １２月 ３日 

蒲生スポ少サッカー市長杯大会 ３月３日、４日 

 

おくのの運動公園 

スポーツ少年団少年野球交流大会 5 月、9 月、日本少年硬式野球滋賀ブ
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ロック大会 ４月、５月、６月、７月、8月、９月、１０月、１１月、12月、

1 月、3 月、中学校体育連盟硬式野球大会地区予選 ５月、8 月、9 月、愛

東地区ゲートボール大会 ４月、11月、湖東農協グラウンドゴルフ大会 ５

月、愛東ブロック老人クラブスポーツ大会 ７月、９月、東近江市軟式野球

連盟湖東大会 ４月、高松宮杯 ５月、天皇杯６月、少年サッカーマーガレ

ットカップ ４月、５月、６月、７月、９月、１１月、１２月、１月、３月、

京セラ労組スポーツ大会 ３月、かすが保育園運動会 ９月、近江の国スポ

少バレーボール大会 ９月、輝きカップ日本ヤングバレーボール選手権 １

０月、御園地区体育協会グラウンドゴルフ大会 6 月、観光物産課農家民泊

入離村式5月、6月、軟式野球中体連春季大会 ５月、軟式野球中体連秋季

大会 １０月、 

愛東地区体育協会共催事業 

愛東地区ソフトボール大会 6 月、あいとうスポーツフェスティバル 10

月 

 

(ｺ) その他 

布引運動公園 

① ランニングロードの提供 

いつでもだれでもランニングで健康づくりができるよう、室内で１周１

８０ｍのコースを設け、ストレッチ体操・健康づくり案内パネルを掲示し

利用しやすい環境を整えました。年間 1,835人の利用がありました。 

② 校外学習、職場体験学習 

市内幼稚園、保育園、小学生の校外学習、また、中学校の職場体験とし

て活用していただき、単に施設の案内だけでなく、陸上競技場の９レーン

トラックや天然芝生フィールドを実際に体験、体感していただき、陸上用

具類を用いて記録等の測定もさせていただきました。 

③ ジョギングコースの提供 

施設内の 1 周１kｍのジョギングコースを広く市民の皆様へご利用いた

だきました。開園日には職員、シルバー作業員でコース巡回や景観・美化

の良好な維持管理に努め、コース利用の注記看板も新たに設置し、安心・

安全な場の提供等を常に心がけてきました。施設周知も年々広がり、自主

事業の受講生や一般利用者に喜んでいただけるよう快適な環境を整えまし

た。 
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ひばり公園 

① コトナリエサマーフェスタへの協力 

８月５日～１５日に開催された「コトナリエサマーフェスタ」において

は、コトナリエ実行委員会や地域へ貢献し、協力させていただき、期間中

の来園者は昨年同様約１０万人と盛況に行われました。 

② 家族ふれあいサンデー 

毎月第３日曜日の「家族ふれあいサンデー」では親子を対象としてパー

クゴルフ場を開放し、年々定着しつつあり利用数をもっと増やせるよう、

環境を良くしました。 

また、ひばりドーム・屋外テニスコートの１時間利用無料を実施しまし

た。テニスは子どもから高齢者まで利用があり、当日の空き時間帯を解放

いたしました。 

 

蒲生体育館・蒲生運動公園 

地区体育協会や各種競技団体と連携を取りながら、競技や参加自治会の

準備に合わした施設整備を行いました。また大会当日多くの市民や参加者

が混乱なく会場を利用される環境を整えることで地域スポーツ振興を図り

ました。地域活動における、テント・机・椅子・レクレーション備品等の

貸出を行っています。 

また、学校体育施設開放事業では、スポーツ少年団や地域・企業等の１

６クラブと「学校開放運営委員会」を毎月第 2月曜日に開催しました。 

 

能登川スポーツセンター 

① 滋賀県高等学校駅伝競走大会に参加する各高校生のコース試走に対して、

トイレ・更衣等の協力を行いました。 

② 備品、スポーツ用具の貸出し 

市民のスポーツをはじめとする様々な地域活動を支援するためテント・

机・椅子をはじめ各種レクリエーション備品等の貸出を行いました。 

 

おくのの運動公園 

① 遊歩道の提供 

１周１１７０ｍのコースを設け、健康づくり案内パネルを掲示していつ

でもだれでもランニング、ウォーキング、ノルデックウォーキングコース

の提供で健康づくりができる環境づくりを整備し、開園日には職員、シル

バー作業員でコース巡回や景観・美化の良好な維持管理に努め、利用者に

は安心・安全な場の提供等を常に心がけて快適な環境を整えました。 
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② 備品、ニュースポーツ用具の貸出し 

市民のスポーツをはじめとする様々な地域活動を支援するためテント・

机・椅子・レクレーション備品等の貸出しを行いました。 

③ 多目的広場の芝生化によりフットサル２面が使用できるよう冬芝を張り

ました。 

④ ちびっこ広場を芝生化して、ボール遊びやキャッチボール等無料開放し

ました。開放に伴い安全確保のため、遊具の点検と塗装を行いました。 

⑤ 7 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

りに開放しました。 

⑥ 地域住民の希望者の方へ、夏前には伐採した樹木の薪や秋過ぎには枯葉

の腐葉土を提供しました。 

⑦ 県防災ヘリの離着陸の訓練場として多目的広場を提供しました。 

 

ウ 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を整えることを目的に、平成２４

年度に発足した文化スポーツ推進プロジェクトチームは任務を終え、その事業

を「文化スポーツ事業担当者会議」として継承しました。平成２９年度は８回

の会議を開催し、主な成果としては、スポーツ事業検討委員会の開催、生涯学

習・生涯スポーツ情報ガイドの発行、保険年金課との連携による健康づくりの

ための取り組みがあげられます。 

① スポーツ事業検討委員会 

平成 29年 7 月 7日（金）14：00～16：00 布引運動公園体育館にお

いて、5名の外部委員を迎え、平成28年度のスポーツ事業報告及び平成29

年度スポーツ事業計画を報告し、スポーツ教室における満足度評価アンケー

ト集計結果の発表を行いました。 

② 生涯学習・生涯スポーツ情報ガイドの発行 

平成２9年度は５月に「生涯学習・生涯スポーツ情報ガイド」、７月に「生

涯学習・生涯スポーツサークル情報ガイド」と内容を分けて作成し、情報提

供団体、東近江市役所・6 支所、市内１４コミュニティセンター、市内７図

書館、市内４保健センター、その他８公共施設、事業団管理施設に配布いた

しました。講座のご案内をはじめ、事業団管理施設の概要、サークル活動の

ご案内等、事業団の生涯学習・生涯スポーツ情報が一目でわかる情報誌の発

行ができました。 
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③ 保険年金課との連携による健康づくりのための取組 

日常運動に接する機会の少ない年齢層に、運動のきっかけづくりとして、

保険年金課委託事業の国民健康保険運動教室を紹介し、運動に興味をもって

ライフサイクルの一部となるよう、保険年金課との連携による健康づくりに

取り組みました。国民健康保険の健康診査結果説明会と、協会けんぽ滋賀県

支部合同健康診査結果説明会にインボディ測定を行い、507 人の参加をい

ただきました。筋力や体脂肪率について説明し、国民健康保険運動教室等の

運動による身体の変化に興味をもっていただけたと思います。 

また、「骨盤底筋筋力運動教室」「認知機能強化運動教室」を開講し、健康

づくりの新しい取組ができました。 

(ｲ) 公益目的事業での施設貸与事業 

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いまし

た。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ました。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って、職員によ

る生涯学習の啓蒙と振興を図りました。 

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ました。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、緊急時いつでも誰で

も（ＡＥＤ自動体外式徐細動器）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良好な維持管理事業を行い

ました。 

 

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 

ア 道路等の管理事業 

市内全域にわたる除草や清掃等の業務を、五個荘地区、蒲生地区、湖東地区の

３ヵ所に拠点を置き、各々の担当が効率的かつ迅速に行いながら、適時道路パト

ロールも実施しました。 

また、東近江市担当課との密接な連携のもと、市道等の路面や付属設備につい
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ても損傷箇所の早期修繕に努め、適正な道路施設の維持に努めました。 

管理対象・・東近江市内の市道・自転車道（受託路線に限る。）・その他市有地 

主な業務・・パトロール及び路面・路肩のアスファルト合材による軽補修、除

草、清掃、道路及び付属施設（カーブミラー・側溝等）の軽修理、きぬがさ街道

及びトンネルの各設備・装置の点検と維持管理、その他市担当課からの依頼業務 

 

イ 緑地管理事業 

市が管理する都市公園や墓地公園及び児童公園並びに街路樹等の植樹帯の一部

について、市との連携により適切な管理を行い、街の景観維持と安全確保に努め

ました。 

布引山霊苑については、盆や正月など参拝者が多い時期に剪定時期などにも配

慮して、環境美化と景観の維持に努め、年間を通じて良好な墓苑環境となるよう

努めました。 

管理対象・・東近江市市内の公園、ポケットパーク、市道緑地帯等（受託場所

に限る。） 

主な業務・・除草、清掃、樹木、芝等の管理、付属施設（遊具、便所、水道設

備、柵、その他建造物）の軽修理 

 

ウ 地域活性化事業 

地域活性化の一環として、東近江市市内の自治会の要請に基づき、里道の補修

等に必要な、山砂、砕石、生コン等の資材の搬入支援を行いました。 

また、自治会活動として行われる溝掃除や高木剪定に必要な道具を貸し出すほ

か、技術指導や専門業者の紹介を行いました。 

さらに、自治会からの申し出を受けて、事業団が管理する施設の樹木の剪定や

道路法面の除草等の作業を委託することで協働のまちづくりに寄与しました。 

そのほか、自治会が管理する児童遊園の遊具を点検し、修理個所の指摘や補修

資材の提供といった支援を行いました。また、支障木の伐採、側溝の清掃といっ

た自治会からの要望についても、市担当課と協議しながら対応しました。 

 

エ 安心安全なまちづくり事業 

市内全域の防犯灯の管理を行っており、市の主管課や各支所からの通報連絡に

より、速やかに故障個所の現地確認や調査を行い、必要に応じて専門業者に修繕

を依頼し、良好な管理に努めました。また、灯具交換時にはＬＥＤ器具や電球へ

の交換を促進し、省エネ化を図ってきました。 
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オ その他 東近江市から受託した業務 

① 吉田井スクリーン清掃管理業務 

② 瓜生川水門、ゴミ搬出業務 

③ 融雪剤の配布及び回収業務 

④ 道の駅「奥永源寺渓流の里」トイレ清掃業務 

⑤ 五個荘日吉市有物件の除草、剪定 

⑥ 道の駅「奥永源寺渓流の里」管理業務 

 

（２） 施設貸与事業及びそれに付随する事業 

ア 施設貸与事業 

すこやかの杜運動公園 

愛知川右岸に位置し、川辺林の自然環境や地理的にも利便性のある恵まれた

スポーツ施設でスポーツを通じて交流の場・出会いの場として、より一層安全

に利用できる施設をめざしました。 

管理については、省エネルギー対策等により効率的な運営を心がけるととも

に、施設の維持管理と安全面に配慮しつつ、最少の経費で最大の効果を上げら

れるよう取り組みました。 

施設管理と施設貸出業務 

すこやかの杜運動公園、湖東体育館及び平成の杜体育館についてはひばり公

園を拠点に連絡調整を密にし、安全な施設の維持管理や利用者への情報とサー

ビスの提供を行いました。 

 

平成の杜体育館 

体育施設としてだけでなく、利用者が親しみを持って快適に利用でき、スポ

ーツや文化を通じて交流の場・出会いの場として、より一層安全に利用できる

施設をめざしました。 

管理については、省エネルギー対策等により効率的な運営を心がけるととも

に、施設の維持管理と安全面に配慮しつつ、最少の経費で最大の効果を上げら

れるよう取り組みました。湖東体育館が利用できない際には平成の杜体育館の

利用を声掛けし、スポーツの推進と利用者の拡大に努めました。 

 

能登川水車とカヌーランド 

伊庭内湖に面した水車をシンボルとした親水公園です。豊かな水環境を利用

し、東近江市民はもとより遠方からの来園者に自然環境のすばらしさを実感し

ていただける施設をめざし環境美化に努めました。また、当公園内でのイベン

トとしてシートゥーサミットやドラゴンカヌー大会等が開催され、多くの方が
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来園されました。管理については、安全点検の実施により施設の腐食や老朽化

に対し、市所管課への連絡を密にとり、事故の未然防止に努めました。 

① 貸館事業 

能登川青年団主催ドラゴンカヌーヤングフェスティバルに後援し、豊かな

水環境のなか、滋賀県内の青年団体にドラゴンカヌー競技会を楽しんでいた

だきました。 

第２４回ドラゴンカヌーヤングフェスティバル 平成２９年７月８日・９

日 参加チーム３９チーム ８００人 

東近江市民大会として市内自治会からの参加を中心に、市内の様々な事業

所単位の親善も同時に取り込みながら第１２回ドラゴンカヌー市民・親善大

会を開催いただきました。 平成２９年７月１５日・１６日 参加チーム６

８チーム １，８００人 

② 維持管理業務 

水と緑あふれる公園として、環境美化を中心とした施設維持管理を実施し

ました。特に、１０月に発生した台風２１号の被害に対して、ホテイアオイ

の撤去、湖岸沿いの倒れた擬木柵の補修、カヌー発着場入り口の石のめくれ

など施設維持作業を実施し安全面にも配慮に努めました。 

また、公園のシンボルとなっている大水車については、軸受部の度重なる

故障により東近江市所管課の指示により、平成２７年１１月から停止してい

ましたが大水車軸受部の再修繕を東近江市により実施され、平成２８年７月

２６日から再稼働しております。 

 

蒲生体育館・蒲生運動公園 

蒲生体育館、蒲生運動公園は、蒲生地区一帯の多くの市民が利用されました。

イベントとして７月３０日には、当運動公園で「あかね夏祭り」が盛大に開催

され、より多くの市民に当公園と河川敷を利用していただけるよう町づくり協

議会が｢川づくり｣事業で各河川２回の(１００人/回)の除草と日赤奉仕団、東近

江市シルバー人材センター等が環境保全や景観維持に努めていただきました。

安全で安心な施設提供は最優先に、そして施設美化整備を心掛けることで、利

用者が幾度も訪れたくなる施設管理に努めました。 

蒲生運動公園は昨年に引き続きドクターヘリ基地として指定を受けましたの

で、利用時の門扉開閉に協力いたしました。６月２５日・２月９日に利用され

ましたので対応しました。 

 

イ 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、
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東近江市の公共施設であることから、市が実施される住民健診や確定申告相談会・

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を行いました。また、

体育施設をスポーツ以外に利用する場合、使用料については条例に定めるとおり

規定の２倍の料金とし公益目的事業を優先しながら施設貸与事業を行いました。 


