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 事 業 報 告  

 

 

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１３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き施設管理の

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３０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、正規

職員２４名、常勤嘱託職員５名、嘱託職員３名、臨時職員２２名、短時間勤務職員（パ

ート職員を含む。）３２名の計８８名（平成３１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（教育、文化、スポ

ーツ施設等）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９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３０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、630,499,123円、支出総額は603,531,363

円、収支差引額は 26,967,760 円、利用者総数は、847,506 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、現在は、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。 

事業団の体制強化、組織再編成等について検討を加え、東近江市が出資して設立した

財団公益法人として、東近江市における業務を確保しつつ、指定管理者として施設の管

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、管理施設の経年劣化による施設修繕が

挙げられます。 



- 2 - 

 

特に、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

てまいります。 

平成３０年度に東近江市により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 事務室 壁掛エアコン設置 

館内漏電火災警報器１箇所修繕 

１階展示ホール照明ＬＥＤ化 ９箇所 

１階展示ホール火災感知器 ６箇所取替 

屋外公衆トイレ屋根修繕 

映像室天井修繕 

・八日市文化芸術会館 屋上防水シートの修繕、反響板のワイヤー交換 

 客席ドアの修繕、空調機ロールフィルターの交換 

 遠隔指示設定盤の修繕 

 客席前方空調レターン保温材の修繕 

 バッテリーパラジウムセル交換 

 外灯一部修繕、ホール入口の壁タイル補修 

・あかね文化ホール フォロースポットライト 2台 改修 

・能登川水車とカヌーランド 水車資料館屋根瓦修繕、大水車化粧板修繕 

 湖水給水ポンプ及び配管修繕、駐車場排水用ポンプ取替 

・布引運動公園体育館   弓道場及び屋外トイレ改修工事 

             屋内消火栓取替 

大アリーナ２階屋外通用デッキ東側軒天井パネル修繕 

             大アリーナ２階屋外通用デッキ北側軒天井パネル修繕 

屋根トップライト部シーリング修繕 

・布引運動公園プール   天井等改修工事 

・布引運動公園陸上競技場 多目的グラウンドナイター照明修繕 

             多目的グラウンドダックアウト屋根修繕 

             子ども広場・園路・北斜面樹木伐採 

・長山公園        駐輪場撤去工事（台風災害復旧） 

             メイングラウンドＢベンチ屋根更新工事（台風災害復旧） 

             メイングラウンドＣバックネット更新工事（台風災害復旧） 

・ひばり公園       みすまの館改修工事（台風災害復旧） 

・湖東体育館       トタン屋根改修（台風災害復旧） 

・すこやかの杜運動公園  野球場用具庫新設工事 
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・能登川スポーツセンター グラウンド側駐車場端の外灯撤去、武道館解体工事 

 体育館軒下ケイカル板修繕 

 グラウンド照明自動点灯盤修繕 

・蒲生運動公園      野球場・テニスコート仮設トイレ改築工事 

             第二テニスコート西側フェンス新設取替工事 

・おくのの運動公園 体育館照明7灯交換 

             グラウンドバックネットＡ面Ｂ面の2面更新 

             野球場照明修理（台風災害復旧） 

             体育館屋根パネル修繕（台風災害復旧） 

             スポーツ倉庫屋根修理（台風災害復旧） 

各施設等の事業概要 

（１） 総務課 

総務課は、市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。 

庶務関係では、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３２点収集、韓国凧２点 

② 東近江大凧を中心とした凧に関する資料の調査研究 
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(ｲ) 展示会の開催 

① ～みんな来い!来い！～「鯉の凧展」 

開催期間 平成３０年４月１９日（木）から５月６日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ５０３人 

② ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸは東近江大凧会館で“色んなおもちゃで遊んじゃおう！！” 

開催期間 平成３０年４月２８日（土）から５月６日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ４４４人 

③ 夏休み特別企画 ようこそ“思い出”の夏休み展へ 

開催期間 平成３０年７月１９日（木）から８月２７日（月）まで 

開催期間中の入館者数 １，０７６人 

④ ２０１８年特別企画 東北の凧シリーズⅠ 青森・岩手・宮城 

開催期間 平成３０年１０月２５日（木）から１１月２６日（月）まで 

開催期間中の入館者数 ８２２人 

⑤ “たのしさいっぱい”クリスマスの凧と絵本 

開催期間 平成３０年１２月１日（土）から１２月２４日（月）まで 

開催期間中の入館者数 ２０４人 

⑥ 新春特別企画「亥の干支凧とお正月遊び」 

開催期間 平成３１年１月３日（木）から１月２０日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ５７２人 

⑦ 鬼はそと～♪福はうち～♪「鬼の凧、福の凧」展 

開催期間 平成３１年１月２４日（木）から２月１７日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ３２７人 

⑧ ひな人形の凧展 

開催期間 平成３１年２月２１日（木）から３月１７日（日）まで 

開催期間中の入館者数 ３５０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３０年８月１８日（土） 

１４組の親子 １５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３０年１２月２３日（祝） 

        ８組の親子 ９枚作成 

③ ～亥（いのしし）の干支凧を作ろう～「親子凧作り教室」 

開催日 平成３１年１月６日（日） 

８組の家族 ９枚作成 
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④ ちぎって、貼って、描いてお部屋に飾れる凧作り 

  開催日 平成３１年２月１９日（火） 4人参加 

３月 ８日（金） ４人参加 

⑤ 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 

⑥ 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 

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 ようこそ“思い出”の夏休み展関連イベント 

 プラスティックでお面作り体験 

  開催日時 ７月２２日（日） 

１回目 午後 1時から午後 2時 30分まで  

参加者数 １４人（１４組３９人の親子が参加） 

２回目 午後 3時から午後 4時 30分まで    

    参加者数 １０人（９組２２人の親子が参加） 

竹鉄砲作り 

開催日時 ８月５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 ９人（８組２２人の親子が参加） 

  ２回目 午後１時から午後２時まで 

      参加者数 １０人（５組２０人の親子が参加） 

  ３回目 午後２時３０分から午後３時３０分まで 

      参加者数 １２人（９組２１人の親子が参加） 

講演 思い出のレジャー施設～記憶に残るあの時代～ 

  開催日時 ８月４日（土） 午後１時３０分から午後３時まで 

       参加者数 １９人 

「むかし遊びの笑(ショー)タイム」 

  開催日時 ８月１１日（土・祝） 

１回目 午前１０時から午後１２時まで  

参加者数 １８人 

２回目 午後１時３０分から午後３時３０分まで  
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参加者数 ３３人 

・“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。 

「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１４３号～第１５４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 ９５，４５４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 ３７８，１９６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』を平成１９年度から東近江

大凧保存会が行っていますが、平成３０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、小学校から来館がありますが、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に小学生用リーフレットを作成しました。 

(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

http://oodako.net/
http://oodakomuseum.shiga-saku.net/
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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。 

聴覚障害者の来館に対応できるよう字幕入り館内放映ビデオを作製しました。 

 

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を実施

しました。 

八日市文化芸術会館事業 

① 川中美幸コンサート2018（９月１日） 

昼夜２回公演に多くの入場者があり、人気の高い演歌歌手の熟練のス

テージを楽しんでいただきました。 入場者・1,039人（昼 542人・

夜 497人） 

② 大阪交響楽団シネマ＆クラシックコンサート（12月 8日） 

指揮に太田弦さん、トロンボーン矢巻正輝さん、サクソフォン田端直

美さんを迎え、質の高いオーケストラの演奏をクラシックの名曲と馴

染みのある映画音楽の内容で鑑賞していただきました。また、中高生

に向け、団員によるブラスクリニックも実施していただきました。  

入場者・509人 

③ しまじろうコンサートたんけん！うみのワンダーランド（1月 14日） 

幼児に絶大な人気の公演内容で、午前午後の 2回公演がともに完売に

近い状況となり、親子の来場者でホールが埋め尽くされました。 

入場者・1,486人（1回目 754人・2回目 732人） 

       ④ 宝くじわくわくふるさと劇場 （1月 27日） 

桂さこばほか芸人による楽しいステージをお届けしました。第 2部の

吉本新喜劇にはオーディションによる地元出演者が出演され会場を盛

り上げていただきました。  入場者・557人 

あかね文化ホール事業 

① 「半崎美子スペシャルコンサート」（7月 14日）入場者・496人 涙

を誘う楽曲をつくるシンガーソングライターが名曲をお贈りしました。 

② 「オペラ1stレッスン vol.８」（8月 25日）入場者・115人 オペ
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ラの演出家中村敬一先生によるオペラ入門講座。名場面をアリアもあり、

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ます。 

(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

した。 

八日市文化芸術会館事業 

① 第８回音楽を感じるアウトリーチ事業（６月１３日．６月１４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。オーボエ奏者田中佑美さん（東近江市

出身）、ヴァイオリン奏者渡辺優貴さん、ピアニスト宝本あずささんに

出演していただきました。 参加者・８４人 能登川西小学校・能登川

北小学校・愛東北小学校・市原小学校 

       ② 第9回中学生のためのブラスクリニック（８月２１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・89人 

③ ベビーと一緒にコンサート（4月 4日．7月4日．10月 3日．11

月 28日．4回） 

乳幼児向けのコンサートで、音楽をとおして親子の絆を深めることを

テーマに開催し好評を得ています。 入場者数・405人 

あかね文化ホール事業 

① 第19回あかね人形劇まつり（5月 27日）入場者・174人 

② 人形劇を楽しむシリーズ vol．34「森のどんぐりさん公演」 

（3月 21日）入場者・180人 

人形劇「かさじぞう」、エプロンシアター 

③ 「鈴木翼ロケットくれよんファミリーコンサート」（9 月 9 日）入場

者・296人 歌や体操、ミュージックパネルなどで、観客を沸かせま

した。 

(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。 

八日市文化芸術会館事業 

夏休みワークショップ「2018夏アート体験 みんなで魔法のムービー

をとろう！」 （８月９日・８月１１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

とともに館内でコマ撮りアニメーションを撮影し作品を完成させ、２日目

にホールで上映会を開催しました。 参加者・小学生 19名及び保護者 
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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・1,1７7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⑩ 大舩真言展「粒子の気色」（１月

１９日～２月３日）  

今回は、市内五個荘地区在住の若手アーティストにスポットを当て開催

しました。作家とともに作り上げた会場設営により見ごたえのある展示

内容となりました。展示、ギャラリートーク、作家と茶会などの関連イ

ベントを含め16日間で1,000人を超える来場者となりました。 

入場者数・1,123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 21日～10月 14日） 

② 東近江市文化団体連合会 展示発表 

・１２月４日～９日 第１３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１０日～１４日 第１3回東近江市美術展覧会 

 第 1期（日本画･彫刻彫塑･書） 

・１０月１７日～２１日 第１３回東近江市美術展覧会 

 第 2期（洋画･美術工芸･写真） 

・１０月２０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１２日東近江市芸術文化祭イベント 夜間鑑賞ロビーコンサート 

・１１月１７日東近江市芸術文化祭イベント 「お話で心に寄り添う」 

・１１月１８日東近江市芸術文化祭イベント 「くず～い屑屋でござい」 

・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１５日東近江市芸術文化祭イベント 映画「オケ老人」 

④ 後援 

 ・６月１７日 Dan’s  Studio  BAN  第 23回発表会 

あかね文化ホール事業 

9月 2２日 悠久の丘 お月見コンサート（協賛） 
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(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９

年目となり１７１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

に会館独自のホームページから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

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。 
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(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、華道生け花講座 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 年１８

回、実用書道ペン字講座 年２０回、実用書道ペン字２講座 年２０回、

ネイル講座 年１０回、俳句講座 年１０回、新規講座 彫銀講座 年５

回、実用書道ペン字（昼の部）講座 年２０回、楽しいパッチワーク講座

（初級）年１８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(初級） 年２０回、ファイナンシ

ャルプランナ－３級(９月試験) 年１３回 

・健康づくり・癒し講座 

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（金曜日） 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、新規講座として有酸素運動とヨガで健

康に（水曜日） 年１０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。簡単

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２１日（日）に開催しました。 

新規講座の彫銀・パッチワークの展示が増え、展示コーナーはとても華やか

なものになりました。また講座を中心とした体験コーナーを設け、ウェルネ

ス講座受講の PR にも取り組みました。多くの体験コーナーや模擬店を行

ったことにより、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方に来館していた

だくことができ、講座の受講者やサークルの利用者との交流も図れました。

受講生の作品展示は年々増え、展示スペースの確保に困る程各個人が精力

的に参加していただきました。子ども連れの来館者も増えているため、大人

だけでなく子どもにも楽しんでもらえるお菓子のつかみ取りやお楽しみ抽

選会などを行いました。 

(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、今年度はパッチワーク講座

の他にビーズアクセサリー講座、、ヨガ講座・俳句講座・レクダンス受講生によ
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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、新規に、暮らしに役立つお金の基礎知識とし

て「ライフ＆マネー講座」を年６回開催しました。人生における「生きがい」

を文化教養講座で、「カラダと心の健康維持」を健康づくり・癒し講座で、そし

て、その両方を実現するためには「マネープラン」も必要になります。そのた

めの知識を身につけるため「ライフ＆マネー講座」を開催しました。講師によ

る熱心な指導に将来のライフプランに必要な基本的知識が身につくと伴に、キ

ャリアアップ講座への受講へ導くなど参加者には大変好評でした。 

 

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７年目に入り

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

るか検討し、ニーズに合った内容で開講しました。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３０年度は、各種講座及び講演会等を含め１１５講座・コースを開催

しました。過去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新規講座や追加講座の

展開に努めました。 

八日市文化芸術会館では新規講座「初めての木版画」「初めてのカホン」を

加え講座を開講しました。好評の「ゆったりヨガ入門」「やさしいスケッチ入

門」「サイエンスキッズ」などが満員となりました。 

蒲生コミュニティセンターでも「大人のためのはじめてのピアノ」「シャド

ーボックス」等の新規講座を開講しました。「有酸素運動とヨガ」「親子で楽

しくリトミック」等の当日受付講座は常に多くの参加者があり、「リズム体操」

は年間1,000人を超える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開講しました。「かんたんな和菓子をつくろう」「は
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じめての韓国語」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、新規講座「身

につけようワンランクアップ家事」、評判のよい「たのしいスケッチ入門」等

の講座を開講しました。「スッキリ交換会」も５年目に入り参加者が増加しま

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展開して

いきます。 

・ライフロング受講生作品展 

第 4回ライフロング受講生作品展を、２月８日～１０日の３日間開催しま

した。拠点４会場の２８講座の受講生作品４７０点を集めました。同時に２

月８日、９日に講座のワークショップ（アロマワックスバー、多色刷りポス

トカード）を行いました。２月１０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した作品展となりました。３日間ですべてのコーナ

ーを合わせて延べ４４８人の来場者がありました。 

・クリスマスコンサート 

第５回目クリスマスコンサートを１２月１６日に展示室で開催しました。

今年度はハンドベル、サンポーニャ、ジャンベ、初参加となる大道芸、湖東

会場のキッズストリートダンス、はじめてのタップダンス受講生に加え、自

主サークルとなったウクレレサークルの出演もあり多彩な内容で開催しまし

た。２００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。 

・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

回の企画と１回の講師依頼がありました。５月１５日には文芸職員講師によ

る「伝えるチラシ作り講座」を開催し、６月１９日に「あざやかチョークア

ート体験」、１月２３日に「多色刷りポストカード」の企画で開催しました。

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 

講座や講師情報を提供し、連携協力を図っています。今年度は能登川、

湖東、八日市、御園、玉緒、建部、五個荘の講座開催に協力しました。 

開講講座は、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１１５講座・コースの延べ受講申込者数５，４８６人、受講料収

入合計６，８０９，２００円。延べ講座開催回数８６４回に対し、延べ参加

者数は１２，３９１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 
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・子育てひろば 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 4回 ・チャレンジサイエンスキッズ 4回 

湖東コミュニティセンター 

・リトミック教室1１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 

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・キッズパン教室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 ・お花のヘアアクセサリー2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 はじめての韓国語１０回 

・韓国文化を学ぼう韓国料理３回 ・韓国料理にチャレンジ２回 

蒲生コミュニティセンター 

・やさしい英会話教室 １２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１０回 ・花結び講座１０回 

・やさしい書の講座 前期８回 後期６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 ・簡単！おいしい発酵食

品（塩麹・チーズ・ピクルス・酒粕・政所紅茶）各１回 

・かんたんな和菓子をつくろう６回・日本文化～はじめてのお茶３回 

蒲生コミュニティセンター 

・簡単！おいしい発酵食品（味噌）１回・薬膳料理（冬の薬膳）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（夏キムチ・冬キムチ）各１回 

・薬膳料理（夏の薬膳）１回 



- 15 - 

 

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 ・初めてのカホン４回 

・パステル画入門 前後期 各６回 ・ゆる文字講座 前後期 各４回 

・やさしいスケッチ入門 前後期 各６回 

・楽しく撮れるデジタル写真５回 ・初めての木版画講座６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・はじめてのクレイクラフト 前後期各６回 

・はじめてのチョークアート 前後期各６回 

蒲生コミュニティセンター 

・絵手紙教室 １０回 ・はじめての大人のピアノ 前期１２回後期８回 

・はじめての囲碁 ６回 ・旬の野菜を美味しく保存 ２回 

・お花大好きシリーズ（ハーバリウム・仏花・アロマワックスバー・サン

ドアート） 各１回 

・シャドーボックス ４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 

・たのしく脳トレ英会話 前後期各 １０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 ４回 ・きもの着付け講座 １０回 

       ・スッキリ交換会 １回 ・整理収納相談コーナー １回 

湖東コミュニティセンター 

・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 １０回 ・ちくちくソーイング ８回 
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・ハッピーカラーセラピー ４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 ４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 

・ワンランクアップ家事 ２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 

昨年に引き続き、高校生～３０代を中心にした青年層向け講座ユースア

クションの開催をしました。コーディネーターと相談しながら企画した６

回の講座に延べ２７人の参加がありました。 

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講座を情報提供し、各コミュニティセンター

が講座を開催しました。 

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を対象にした講師デビュ

ー企画は、講座の設定には至りませんでしたが、問合せ等により講師候補

の方々の人材蓄積につながりました。 

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（11/3～４） 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）11/28～12/16 

     写真教室受講生 フォトレンジャー展（ 〃 ） 3/2～3/17 

    ・蒲 生 文化祭出展（11/3～4）絵手紙教室、筆ペン教室、ちくちくソー

イング 

      ・能登川 文化祭出展（11/3～4） 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（10/2～21） 

           ゆる文字講座ちっちゃな作品展（10/23～31） 

・文芸会館 作品展示 初めての人が学ぶ書の講座ちっちゃな作品展

（8/21～9/6）ゆる文字講座ちっちゃな作品展（9/7～19） 

パステル画入門ちっちゃな作品展（10/3～24） 

     デジタル写真ちっちゃな作品展（11/15～12/2） 

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
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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。

募集チラシは春（新聞折込）、秋（全戸配布）に発行し、市内全域にＰＲ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

く全ての講座を受付できるようにしました。 

(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 

各種講座の紹介に努めるため奇数月に発行し、講座受講生への配布、

市内各施設への配布、催し物開催時に配布し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年々増えてきています。 

③ 市関係その他の情報媒体からの情報発信 

市広報では、毎月ライフロング講座受講生募集情報を掲載し、ケーブ

ルテレビでは、2カ月に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。 

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による情報提供、随時問い

合わせに対する講座情報、講師情報の提供を行いました。さらに各コミ

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、市民の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、意見集約に努めます。 

(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の支援として、色えんぴつ画サークルのロビー
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展示（3/8～3/20）、ウクレレサークルのクリスマスコンサート出演

(12/16)などに協力しました。今後も主催する講座の中から、自主的に活動

できるサークルとなるよう方向付けに努めます。 

(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 パワーバランスヨガ教室は 10 回×４期×２クラスで 908 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×３期、９回×

１期で347人が受講、ＺＵＭＢＡ（ズンバ）教室は 10回×４期で410

人が受講、バレトン教室は６回×４期で 86人が受講、らく！楽！エクサ

サイズ教室は 10 回×4 期で 194 人が受講、骨盤底筋エクササイズ教室

は 6回×4期で 154人が受講、メンズヨガA教室は 10回×４期、で2

１7人が受講、メンズヨガ B教室は10回×1期、で 20人が受講、朝ヨ

ガ教室は 10 回×４期で 450 人が受講、リフレッシュヨガ教室は１０回

×４期で 400 人が受講、フローヨガ教室は 6 回×1 期で 48 人が受講、

ヨガ＆ピラティスは3回×1期で 16人が受講、単発教室のストレッチエ

アロ教室は計39回で 121人が受講、シェイプアップダンス教室は計 39

回で 244人が受講、元気やる気笑顔がでる運動教室は計36回で 277人

が受講、体験としては66人が受講しました。 

② 水泳教室では11回×2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・11回）10,880人 

第 2期 （7月～ 9月・11回）10,591人  合計 21,471人 

③ トレーニング室利用者説明会 月 3 回×１２回 受講者４６１名、

BIWA-TEKU 受講者 40 名（各月）、びわこ学院大学陸上部 ３月１２

日 受講者5名、大人のランニング教室 １０回×2期、５回×１期 受

者４３人、キッズ陸上教室 ６回×２期、４回×１期 受講者２４９人、

姿勢ウォーキング＆ストレッチヨガ １０回×２期、５回×１期 受講者

６０人 リフレッシュジョギング＆コアトレーニング １０回×２期、５

回×１期 受講者６０名、ゆるやかウォーキング＆健康体操 ３回 受講

者６名、大人の短距離教室 １回 受講者１０名、インボディ 測定者１

６５人、ビギナートレーニングレッスン 受講者９3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 
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長山公園 

ソフトテニスの基本を身に付けソフトテニスの楽しさを体感していただく

ことはもとより、ふれあいや健康づくり、体力づくりを図る教室を行いまし

た。 

ふれあいソフトテニス教室 ５月～７月（１０回） ９：００～１０：３ 

０ 受講者６人 

湖東体育館 

受講者にスポーツを通じて健康増進や親睦・交流が図れ、誰でも気軽に親

しみを持って利用でき、ニュースポーツを快適に楽しむ教室を行いました。 

ニュースポーツ教室   毎週水曜日 ２０：００～２１：５０  

受講者１０人 ４月～３月（全４８回） 

ひばり公園 

市内の公共施設としては唯一の屋内ドームがあり、その特性を生かし健康、

体力向上を図ることやテニスの基本動作・技術など、硬式テニス教室を年間

を通じて４期、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１４６７名の参加で、受講生同士で親睦や交流の場が提供でき、楽しく開

催しました。 

初心者・初級コース ４クラス、中級コース ３クラス、春、夏、秋、冬

１０回×４期定員各１０人で開催しました。 

みすまの館の和室では空き時間の有効活用で健康増進、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は、年間６期・全４６回で延べ２８５人の受講があり

ました。 

椅子ヨガ教室は、年間6期・全３６回で延べ２７０人の受講がありました。 

かんたん健康体操教室は、年間６期・全３６回で延べ 262 人の参加があ

りました。いずれの教室も受講者同士和気あいあいの中で楽しく受講いただ

きました。 

能登川スポーツセンター 

市民の健康、体力の増進を図るため各年齢層に応じた運動の機会を提供し、

広く参加者を募り各種教室を開催しました。 

ストリートダンス教室（スタートコース）   延べ受講者数  ２４５人 

ストリートダンス教室（レベルアップコース） 延べ受講者数  １９４人 

姿勢改善筋力ＵＰ運動教室（前期）      延べ受講者数  １６０人 

認知機能強化運動教室            延べ受講者数   ２８人 

姿勢改善筋力ＵＰ運動教室（後期）      延べ受講者数  １５７人 
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幼児・児童バドミントン親子体験教室     延べ受講者数   ３８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   ３２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。 

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

対象の骨盤底筋エクササイズ運動教室、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 229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、ゆるやかウォーキン

グ＆健康体操を開催しました。 

④ 第５７回東近江市元旦健康マラソン大会     参加者数１,１８３人 

能登川スポーツセンター 

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を対

象としたそれぞれ６回コースの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１２１人の受講がありました。 

おくのの運動公園 

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

象のノルデックウォーク教室を屋外広場で開催いたしました。計 6 回述べ

36名の受講がありました。 

(ｶ) 総合型地域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。 
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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拠点や事務所として利用され、

クラブの事務所定休日や受付時間外に来られるお客様に対する活動案内等の

説明により、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。 

① 「会員活動」月曜日午前 ソフトテニス、午後 バドミントン・ 水曜

日午前 ビーチボール・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・健康ウォーク 

③ 「ニュースポーツ教室」隔月第三土曜日の夜には、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、あいとうナイターグラウンドゴルフ大会、

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 10日開催の「第 20回布引ダンスフェスティバル」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。 

参加チームの中から募った、5名の実行委員ともに企画運営を行いまし
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た。また、当日は全チームの代表者にもスタッフとして協力してもらい、

参加者全員で運営することができました。 

② 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 6月２

4日に開催し、8０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。 

③ 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。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。また、けん玉パフォーマーによるけん玉、ミニゲームや体験コーナ

ー等盛りだくさんの内容大勢の方に楽しんでいただきました。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。 

体育館では、スポーツ健康 dayとして、体力測定や InBody測定のコー

ナーを設けました。体力測定コーナーでは、滋賀県国民健康保険団体連合

会や東近江市保険年金課を中心に体力測定や骨密度測定、歯の相談を実施

していただきました。また、びわこ学院大学の内藤教授に協力いただき、

骨盤底筋測定を実施しました。主に女性を対象として、骨盤底筋の必要性

やトレーニング方法を説明していただきました。大アリーナでは、スポー

ツ体験コーナーとして、卓球やバドミントンなどを楽しんでいただけるよ

うネットの準備や用具の無料貸出を行いました。また、小さなお子さんに

も楽しんでいただけるよう輪投げやマット運動ができるコーナーも設けて、

運動の楽しさを体感していただきました。武道場入り口前では、（公財）滋

賀県柔道整復師会から整体師を派遣していただき、接骨相談コーナーを設

けました。参加者からは、｢身体の気になるところがスッキリした。｣など

の感想をいただき、とても好評でした。 

④ 楽しく泳ごう会は、台風の接近に伴い、中止しました。 

⑤ クリスマス会は天井等改修工事に伴い、中止しました。 
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長山公園 

① ５月～９月にかけて第４３回東近江市民早朝親睦野球大会に４チーム、

延べ４００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

開催される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２日の第１４回東近江市民ソフトボール大会では、一般男子の部５

チーム、シニア＆男女混合の部９チーム計２４６人の参加があり、一般男

子の部は玉園壮年クラブが優勝され、シニア＆男女混合の部はＡ・Ｂのゾ

ーン試合とし、清水シニアソフトボールクラブ及びＮＯＴＯＧＡＷＡ Ｓ

Ｃの２チームが優勝されました。 

ひばり公園 

硬式テニス大会（ひばりドーム杯）を平成３０年１１月４日（日）にテニ

ス教室指導者の協力により開催しました。大会参加者の多くは硬式テニス教

室受講生で成果の場も兼ねており、参加人数は４０人で小学生から６０代の

方まで楽しく参加いただき、白熱した大会を開催することができました。 

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、市民交流がもてることを

目的に第１３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日に開催し、参加チーム１８チーム、１１３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４日に開催いたしました。男女混合チーム３６チーム１６４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 28 日、29 日の輝き CUP 日本ヤングバレーボール選手権、９月

1 日の近江の国合戦小学生バレーボール交流大会、11 月 11 日の滋賀県

スポーツ少年団剣道交流大会は 1,000 人を超える規模の利用がありまし

た。その他にも、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 201８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１１日～１１月３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 ５月１３日、八日市グラウンドゴル
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フ協会会長杯 ５月２１日、東近江市ゲートボール連盟大凧杯 ５月２８

日、県高体連サッカー春季大会 ６月２日、市民体育大会陸上 ６月３日、

滋賀県中体連陸上記録会 ６月９日、日本フットボール推進機構 JFPM 

CUP ８月１８～１９日、滋賀県中体連陸上専門部７月２１日・２２日、

滋賀県陸協記録会 ９月２２日、東近江市グラウンドゴルフ大会 １０月

１２日、滋賀県小学生陸上記録会 １０月１８日、東近江市タグラグビー

交流試合 11 月２５日、東近江市民駅伝競走大会 １２月２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３日 

ひばり公園 

① 平成30年度春季近畿地区高校野球滋賀県大会４/１４～５/３まで開催

利用人数は、６８０５人となりました。 

② 平成30年度秋季近畿地区高校野球滋賀県大会９/９～９/24まで開催 

利用人数は３９５５人となりました。 

③ 平成30年度のＢＣリーグ（プロ野球独立リーグ）主催団体滋賀ユナイ

テッド ５/６～９/２まで開催 

利用人数は２８９１人となりました。 

能登川スポーツセンター 

① 東近江市クラス別バドミントン大会  ６月 ９日 来館者数２５０人 

② 県夏季総合体育大会中学の部剣道競技 ７月２７日 来館者数５００人 

③ 第１８回水車杯バレーボール大会   ９月 ８日 来館者数４５０人 

④ 剣道関西大学リーグ冬季大会    １２月 ２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２７日、６月３日、１０日、17日 

7月１日、９月９日、24日、10月２８日、１１月１８日 

新日本スポーツ連盟野球部会    8月１９日、26日、9月 16日 

12月 9日 

蒲生スポーツ少年団バレーボール大会 ７月２８日、２９日 

市スポ少近江の国バレーボール交流大会 ９月１日、２日 

蒲生スポーツ少年団ソフトテニス大会 ９月２日 

滋賀県中体連ハンドボール秋季大会 １０月１９日、２０日 

     〃      順位決定戦      12月１５日、1６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 ９日 

蒲生スポ少サッカー市長杯大会 ３月２日、３日 
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おくのの運動公園 

      ①野球場 

滋賀県民体育大会軟式野球予選会(4 月 22 日) 中体連春季総体軟式野球

大会(5 月 17 日) 東近江市軟式野球連盟近畿秋季Ｃ級大会（6 月 3 日） 

ジャイアンツカップ滋賀ブロック中学硬式野球大会（6月 1０日、17日、

7 月 1 日） オーミボーイズ第 29 回滋賀大会(8 月 18 日～19 日) 東

近江市軟式野球連盟前田杯(9 月 16 日) 東近江市軟式野球連盟近畿学童

大会 24 日 中体連秋季総体軟式野球大会(10 月 19 日) リトルシニア

滋賀ブロックマザーレイク杯(10 月 27 日) 東近江市軟式野球連盟春季

軟式Ｃ級Ａ級大会(11月4日) ワールドカップ軟式野球予選会)11月17

日～18 日) 滋賀リトル滋賀ブロック大会(2 月 24 日) 茨木リトルシニ

ア中学硬式野球大会(2 月 9 日) 滋賀リトルシニア滋賀ブロック(3 月 2

日～3日) ジューワーワールドカップ予選会(3月7日～8日) アスリー

ドワールドカップ予選会(3月 14日～15日) 

②グラウンド 

湖東農協グラウンドゴルフ大会(5 月 24 日～25 日) 少年サッカー五個

荘てんびんカップ(8 月 11 日～12 日)  いとうスポーツクラブフェス

ティバル(10 月 6 日) マーガレットカップ少年サッカー大会(10 月 14

日、11月 11日、12月2日、3月９日) 東近江市ゲートボール大会審

判取得試験(11月 26日)  

③体育館 

あいとうスポーツクラブディスコン大会(4月 21日、5月 26日、10月

13 日、3 月 9 日) 絆プロジェクトソフトバレーボール大会(5 月 6 日、

6 月３日、10 日、7 月 22 日、11 月 18 日、25 日、1 月 6 日) 滋賀

県地方協議会ソフトバレーボール大会(6 月 16 日) 第 28 回全日本ドッ

チボール滋賀大会(7 月 15 日) 輝きカップ少女バレーボール大会(7 月

28 日～29 日) 第 17 回近江の国小学生バレーボル大会(9 月 1 日～2

日) あいとうスポーツクラブ卓球大会(9 月 7 日) かすが保育園運動会

(9 月 29 日) おくののソフトバレーボール大会(11 月 4 日) あいとう

スポーツクラブビーチボール大会(11 月 11 日) ジューワーバレーボー

ル大会(12月 8日～9日) 

愛東地区体育協会共催事業 

愛東地区ソフトボール大会(５月 27 日) あいとうスポーツフェスティバ

ル (10月 6日) 
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(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 1,472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。 

ひばり公園 

① コトナリエサマーフェスタへの協力 

８月４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

クゴルフ場の開放やひばりドーム・屋外テニスコートについては当日の空

き時間帯を１時間無料で貸出しを実施しました。 

能登川スポーツセンター 

市民のスポーツ振興に寄与するためニュースポーツ用品（グラウンドゴ

ルフクラブ、輪投げ公式セット、ストラックアウト等）の貸出しをはじめ、

スポーツセンターにおける市民のスポーツ活動を助長できるよう備品の貸

出しを行いました。 

蒲生体育館・蒲生運動公園 

地区スポーツ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

会の準備に合せ施設整備を行いました。また、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いました。 
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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。 

4月に桜のお花見会や秋の紅葉、銀杏拾いに開放しました。 

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。 

   ⑧ 春と秋には生活用水路の清掃作業に協力いたしました。 

 

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３０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３０年６月２９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２９年度のスポーツ事業報告及び平成

３０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。 
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② 生涯学習・生涯スポーツ情報ガイドの発行 

平成３０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。 

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。今年度から、国民健康保険運動教室が BIWA-TEKU スタ

ンプラリー事業に登録されましたので、教室を受講すると健康ポイントがた

められ、健康促進の意識付けが図れました。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、６９４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
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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を図る事業及び施設貸与事業） 

（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 

市内全域にわたる路肩の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

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
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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 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・場内清掃業務 

⑤ 五個荘日吉町市有地の除草、剪定 

⑦ その他東近江市から受託する小規模の修繕、除草など 

 

（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 

自然環境に恵まれたスポーツ施設として年間多くの方にご利用いただきまし

た。特に昨今のテニスブームやグループでのフットサルなどが人気で専用コー

トとして、より一層安心・安全に利用できる施設を目指しました。すこやかの

杜運動公園については、ひばり公園を拠点に管理委託をお願いしてますシルバ

ー職員との連絡調整を密にし、良好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。 

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。豊かな水環境を活用

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目指し環境美化に努めました。また、当公園内でのイベン

トとしてびわ湖東近江シートゥーサミット２０１８、ドラゴンカヌー大会、ス

タンドアップパドル大会等の会場としてご利用いただきました。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。 

 

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、

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。 


