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令和２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２年度の当事業団は、東近江市の公の施設（１6 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１

2 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９4 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更新を常に行い、リアルタイムに施設の空き情報提供等の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) ～みんな来い！来い！～「鯉の凧展」  期間   ４月１６日（木）～５月６日（水）  

(ｲ) 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！！”  期間   ４月２５日（土）～５月６日（水）  

(ｳ) 夏休み特別企画展「大空に揚がった、オリンピック・パラリンピック競技連凧」（仮）   

期間   ７月１６日（木）～９月６日（日）  

(ｴ) ２０２０年特別企画  日本の凧  茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉（仮）  期間  １０月２９日（木）～１１月２３日（月） 

(ｵ) “たのしさいっぱい”クリスマスの凧と絵本  期間  １１月２８日（土）～１２月２５日（金）  

(ｶ) 丑の干支凧とお正月遊び  期間   １月  ３日（日）～１月２４日（日）  

(ｷ) 鬼はそと～♪福はうち～♪「鬼の凧、福の凧」  期間   １月２８日（木）～２月１４日（日）  

(ｸ)「ひな人形の凧展」   期間   ２月１８日（木）～３月７日（日）  
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ウ  体験教室の開催  

(ｱ) 夏休み親子凧作り教室  ～カブトムシの凧を作ろう～  開催日   ８月２２日（土）  

(ｲ) 親子凧作り教室～サンタクロースの凧を作ろう～  開催日  １２月２０日（日）  

(ｳ) 親子凧作り教室～丑の干支凧を作ろう～  開催日   １月１１日（祝・月）  

(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、角凧作り、連凧作り等凧作り一般の指導と助言等  

(ｵ) その他の体験教室（企画展に連動した「体験教室」を開催）  

 

エ  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/ 

 

オ  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  

 

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。  

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。  

 

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、来館する小中学校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。  



- 4 - 
 

 

ク  東近江大凧まつりへの運営協力  

平成２７年５月３１日開催の東近江大凧まつりにおける、１００畳敷大凧の落下事故については、被害者遺族との和解が

成立しましたが、今後も市の動向を注視し、まつりの伝統が引き継がれるよう活動を継続するとともに、まつりが再開され

た場合には、速やかに協力できるよう体制維持に努めます。  

 

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  

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が連携をとりながら、市内全域を対象とした幅

広い事業展開を行います。更に、今年度は八日市文化芸術会館開館４０周年となることからこれを記念する事業に取り組みま

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  

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)826aska エレクトーン LIVE2020：Youtube、TV、マスコミで今話題のエレクトーン奏者  

幅広い年齢層に支持される楽曲を魅力的にアレンジできるヤングアーティスト  開催日 6 月 6 日（土）  

(ｲ)天童よしみコンサートツアー2020：人気実力歌手  開催日 6 月 13 日（土）  

(ｳ)ゲッターズ飯田トークライブ  今話題の旬芸人の開運トークショー  開催日  10 月頃（調整中）  

(ｴ)岸谷香コンサート  人気の高いＪ－ＰＯＰアーティストの公演  開催日  調整中  

(ｵ)梅沢富美男劇団公演  熟年層に圧倒的な人気を誇る、魅せる舞台構成が魅力  開催日 12 月 12 日（土）  

(ｶ)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』。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。（びわ湖ホールアートコラボレーション事業）  開催日  年４回を予定  

(ｷ)その他アーティストの公演を検討中  
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あかね文化ホール事業  

(ｱ)近江の春  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（びわ湖ホールアートコラボレーション事業）  

 開催日  4 月 12 日（日）  

   (ｲ)小野リサコンサート  あかね文化ホールの特性、客席数を活かした本格ボサノバ･コンサート  開催日  調整中  

(ｳ)「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の演奏を鑑賞するとともに、参加者全員で歌います。  開催日  毎月第２木曜日  

但し、5 月は龍谷大学吹奏楽部によるスペシャル版として実施します。  開催日  5 月 16 日（土）  

   (ｴ)大阪音楽大学出張講座   オペラの様演奏を解説付きでわかりやすく学べる講座  開催日  8 月 23 日（日）  

 

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  

八日市文化芸術会館事業  

(ｱ)夏休みアートワークショップ  開催日  夏休み期間   

(ｲ)キッズ＆ファミリーコンサート  乳幼児から未就学児を対象にしたファミリーコンサート  開催日  年 4 回  

 （前年までベビーと一緒にコンサートとして実施していましたが、令和 2 年度から名称を変更しリフレッシュした内容  

で開催します。）  

(ｳ)しまじろうコンサート  開催日  2 月 21 日（日）  

あかね文化ホール事業  

(ｱ)夏休みファミリーコンサート  影絵劇団かしの樹「星の王子様」  開催日  7 月 25 日（土）  

(ｲ)Jr Brass Fess  市内ジュニアブラスバンドの合同演奏会  開催日  2 月調整中  

(ｳ)ケロポンズ・ファミリーコンサート  開催日  3 月 21 日（日）  

 

ウ  アートギャラリープロジェクト（展示事業）   

 八日市文化芸術会館事業  

企画展「Know arts vol.2」  地域のアーティスト紹介  開催日  1 月頃  
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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、アンケートやネットワークの活用により得られた市民のニーズに沿った事業を実施します。これにより

市民のホール利用の促進を図るとともに、ホールの運営・サービスの向上を図ります。  

会館事業の紹介・案内（通年） ポスター、チラシの配布やケーブルテレビでコマーシャル放送などやホームページ、ＳＮＳ

によるメール友の会の設置等により会館ファンの拡大を図ります。  

また「友の会」を継続し、「八日市文化芸術会館・あかね文化ホール」のコアとなるファンを増やし、会員を核として、より

多くの方に文化・芸術に触れていただく機会の拡大を図っていきます。  

 

オ  人材育成事業  

文化ホール職員・文化行政関係・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事業  

避難訓練コンサート  公共の場で災害に遭遇した際の心構えや行動について考えるコンサートを実施。開催日  2 月頃  

 

(3) 上記に付随する事業  

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
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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、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。  

また、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、俳句  年１０回、実用書道（木・金） 各年２０回、パッチワーク（初級・中級） 各年１８回、ネイル  年１０

回、実用書道・ペン字（昼の部）年２０回、デコパージュ  年１０回、歴史講座  年１０回、ベビーマッサージ  年６回  

(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（初級） 年２０回、ライフ＆マネー  年

7 回、ファイナンシャルプランナ－３級  年１３回、ファイナンシャルプランナ－２級  年１６回  資産運用  年 5 回  

(ｳ) 健康運動講座  

健康太極拳  年２0 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１２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  

(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、楽しい文化発表会となるように努めます。  
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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。  

 

エ  その他の事業  

勤労者総合福祉センターでは、時代の流れの変動に対応できるグローバルな人材を育成するため英会話・韓国語を開催し、

語学力向上への取組みを強化を図ります。また、スキルアップ・キャリアアップを目指し、「ライフ＆マネー講座」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。  

 

(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。  

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
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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。  

「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  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  

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、こどものチョークアート  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１０回当日参加、親子のＡＢＣ  年間１０回×２期  

夏休み  はじめてのプログラミング教室  年間５回、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  

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１０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  
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その他（公開講座等）  

滋賀県立大学、びわこ学院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、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回程度（下半期予定）  

④  文化教養を高める講座  

八日市文化芸術会館会場  

花結び入門・ステップアップ花結び  年間各 10 回、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、写真ステップアップ  年間１２回  

はじめてのヒンメリ  年間 3 回×２コース、はじめての梅干しづくり・味噌づくり  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  

文学の散歩道  年間５回     

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  

楽しくカホン講座  年間１１回、  初めての三線・ステップアップ三線  年間各１0 回  

パステル画講座  年間１２回、やさしいスケッチ講座  年間１２回、ゆる文字講座  年間４回×２コース  

初めてのフォークギター入門  年間 10 回、バンジョーを弾いてみよう  年間 10 回  

あなたにも描けるチョークアート講座  年間 10 回  

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、  

はじめてのモダンカリグラフィー  年間 12 回、がま口小物をつくろう！  年間 8 回  

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 11 回  

はじめてのシャドーボックス  年間６回  
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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、ゆる文字講座  年間４回、あなたにも描けるチョークアート講座  年間 10 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 ) 各２0 回×2 コース  

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、韓国料理  年間２回  

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  

スッキリ整理収納講座  年間３回、きもの着付け講座  年間１０回、やさしい書の講座  年間 1０回  

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  

ゆかたを半幅帯で楽しもう  年間 2 回、きもの着付け講座  年間７回  

蒲生コミュニティセンター会場  

筆ペン教室  年間 10 回、はじめてのステンドグラス  年間 5 回、ハーバリウム  年間２回  

シルバーリング  年間２回、プロが教える人形づくりと人形劇教室  年間 8 回  

プロと一緒に童謡唱歌を歌う教室  年間 22 回、プロから学ぶお菓子の世界  年間 2 回  

能登川コミュニティセンター会場  

スッキリ整理収納講座  年間３回、夏を楽しむゆかた入門  年間２回、きもの着付け講座  年間６回  

わくわく動画編集基礎講座  年間６回、パンを焼こう  年間 2 回  

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
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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  青年層向け講座  

２０～３０代を中心とした青年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。

今年度は新たに滋賀県立大学との地域連携、協力による政所茶体験２回の企画を含む年間６回の開催を予定しています。 

 ユースアクション  年間６回  

なお、年々受講者が増加し定員に達する講座が増えてきたことから、講座申込の受付は、各講座の開催会場（八日市文

化芸術会館及び湖東コミュニティセンター、蒲生コミュニティセンター、能登川コミュニティセンター）でのみ受付する

こととし、確実な受付と受講生管理に努めます。  

(ｲ) 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コーナー設置等を工夫しながら開催します。（２月５日～７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８回目のクリスマスコンサートを開催します。今まで展示室を特設会場

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、今年度は初めてホールで開催します。（１２月１３

日予定）  

③  スッキリ交換会  

スッキリ整理収納講座の実践として開催するもので、家庭に眠る使えるのに使っていないモノが必要とする人の手に

渡ることで、エコとリユースを促進し、地域でモノを有効にまわす取組みとなるスッキリ交換会を実施します。  

（第１２回８月３０日  能登川コミュニティセンター  第１３回２月７日  八日市文化芸術会館  予定）  

(ｳ) 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１～2 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
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江市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。  

(ｴ) 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、主催する講座の中からもサー

クルへの移行育成や方向付けに努めます。  

 

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設定と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まいります。  

(ｱ) 各種教室の開催  

総合運動公園  

施設の特性に合わせた教室やイベントの立案を行い、スポーツや運動に対する動機づけを強化します。施設の更なる

活用、市民の健康づくりの推進を図るため、各種教室プログラムを設定します。  

①  パワーバランスヨガ教室  １０回コース×４期×２クラス  定員各３０名、ステップウォーキング＆ボールエクサ

サイズ教室  １０回コース×４期  定員２０名、らく！楽！エクササイズ教室  １０回コース×４期  定員２０名、Ｚ

ＵＭＢＡ（ズンバ）教室  １０回×４期  定員２０名、バレトン  ６回×４期  定員２０名、骨盤底筋エクササイズ教

室  １０回コース×４期、６回コース×４期  定員１２名、リフレッシュヨガ教室  １０回コース×４期  定員３０

名、メンズヨガ教室  １０回コース×４期  定員１２名、朝ヨガ教室  １０回コース×２期、９回コース×１期、６回

コース×１期  定員３０名、ゆるヨガ教室  １０回コース×４期  定員１２名、ストレッチエアロ教室  年間４０回  
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定員２０名  単発教室、シェイプアップダンス教室  年間３８回  定員２０名  単発教室、元気やる気笑顔がでる運

動教室  年間４０回  定員２０名  単発教室、体験教室随時  

②  水泳教室  １１回×４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）  １期定員  １２００名  

③  大人のランニング教室  １０回×２期、６回×１期  定員２０名、キッズ陸上教室１・２・３年生  ６回×２期、4 回

×１期  定員８０名、姿勢ウォーキング＆ストレッチヨガ  １０回×２期、6 回×１期  定員２０名、リフレッシュジョ

ギング＆コアトレーニング  １０回×２期、６回×１期  定員２０名、笑顔・体力倍増レクリエーション運動教室  １０

回×２期、6 回×１期  定員２０名、キッズ陸上教室４・５・６年生  １０回×２期、6 回×１期  定員３０名、カラダ

引き締めトレーニング教室１０回×２期、6 回×１期  定員２０名、トレーニング室利用者説明会  月 3 回×１２カ月  

定員４０～５０名（各月）、ビギナートレーニングレッスン（随時受付）、インボディ計測（随時受付）  

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

します。  

５月１７日～７月１９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  

湖東体育館  

地域の利用者にできる限り施設をご利用いただけるよう、日頃から利用者の声を大切にし、最新のニーズにお応えで

きるよう日々努め、地域スポーツへ貢献していける新たな教室の開設を検討し実施します。特にスポーツ少年団組織の

ある教室やこれから運動するきっかけづくりとなる体験教室などを開催します。  

タグラグビー体験教室  １期×５回  金曜日  １８：３０～２０：００  定員２０名  

新たに短期体験教室等も開催し、地域の方々に運動するきっかけづくりを考案しながら開催できる教室を実施します。 

ひばり公園  

充実した施設環境のなか健康志向や維持管理、体力向上で来園される方々のニーズに応えられるよう、硬式テニス教

室をレベル別に７クラス、みすまの館では健康フィットネス教室を３教室開催し、継続者や初心者の方が曜日時間を選

びやすく、より参加しやすよう計画します。  

①   初級コース  ４クラス×10 回×４期  定員各 10 名   ・中級コース  ３クラス×１０回×４期  定員各１０名  

②   ストレッチヨガ教室  毎週金曜日１３：３０～１４：３０   1 期×７～８回×６期  年間４3 回  
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③   椅子ヨガ教室  毎週月曜日１０：００～１１：００  1 期×６～８回×６期  年間４０回  

④   かんたん健康体操教室  毎週月曜日１３：３０～１４：３０  1 期×６～８回×６期  年間４0 回  

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す。  

①  ストリートダンス教室（スタートコース）  ４～９月・月３～４回  定員９名  

②  ストリートダンス教室（レベルアップコース）  ４～９月・月３～４回  定員９名  

③  姿勢改善＆筋力ＵＰ運動教室  ６回×２期  定員１５名  

④  いきいき脳活運動教室  ６回×２期  定員１５名  

⑤  幼児・児童バドミントン教室  ６回×２期  定員１５名  

⑥  親子体操教室  ５回×２期  定員１５組  

蒲生体育館  

地域スポーツ人口の増加と仲間づくりの機会や交流を図るため、バドミントン・ソフトテニス・卓球など気軽に身近

に体験できる体験や教室を開催します。  

①  気軽にバドミントン・ソフトテニス体験   通年  

②  小学生スポーツ教室バドミントン・卓球   冬～春  

(ｲ) 共催・後援事業等の開催  

総合運動公園  

①  バスケットボールスクール  

エンジョイ・チャレンジクラス  定員各３０名  滋賀レイクスターズのスクールコーチによる指導  月４回の年間

スクール  

②  チアスクール  

キッズ・ジュニアクラス  定員各３０名  滋賀レイクスターズ所属のチアリーダーズによる指導  月４回の年間ス

クール  

③  国民健康保険運動教室  

姿勢ウォーク＆ストレッチ教室、骨盤底筋エクササイズ教室、元気やる気笑顔がでる運動教室、ポールストレッチ

教室、イスに座って行える整体操教室、ノルディックウォーク教室、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、簡単楽しいレクダンス教室                        各６回定員各２０名  
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(ｳ) 総合型地域スポーツクラブの支援事業  

総合運動公園  

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、企画や運営に携わり、受付時間外など事務局員が不

在の際は、電話応対をはじめ、入会手続きや各種教室の受付業務を行い、クラブの活動を支援します。  

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、クラブ運営の支援します。  

蒲生体育館  

総合型あかねスポーツクラブは、健康づくりや運動を始めようとする人向けの事業を展開しています。企画や運営に

連携しながら支援を図り、子ども達を対象としたイベント等を開催し、館内での活動は種目ごとに固定し、時間も一般

利用者と共用できるよう２時間を基本にしながら地域に密着した活動を展開していきます。  

①  月曜日の午前ソフトテニス・午後バドミントン、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  健康とニュースポーツの開催として、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）を

展開していきます。  

③  市民参加（イベント）、グラウンドゴルフ（5 月）カレーづくり（7 月）健康ウォーク（11 月）の協力及び支援  

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（4 月）、あいとうスポーツクラブディスコン大会（4 月）、愛東地

区ソフトボール大会、あいとうフットサル大会（6 月）、あいとうスポーツクラブ杯ビーチボール大会（6 月）、あいとう

ボウリング大会（７月）、あいとうナイターグラウンドゴルフ大会（8 月）、あいとう卓球大会（９月）、あいとうディス

コン大会（１０月）、あいとうスポーツフェステバル（10 月）、あいとうフットサル大会（１１月）、あいとうスポーツ

クラブ杯ビーチボール大会（１１月）、ノルディックウォーク（１１月）  

(ｴ) 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。  
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ウ  スポーツ大会、競技会等の主催事業  

総合運動公園  

(ｱ) 布引ダンスフェスティバル  第２１回：令和２年５月５日、第２２回：令和３年３月１４日  定員７０チーム  

ダンス等を発表する機会の提供と参加者同士の情報交換及び親睦を深めることを目的に開催します。開催までに前

回の出演者の中から実行委員を募り、「布引ダンスフェスティバル実行委員会」を立ち上げ、実行委員会が共催となり

企画運営を行います。出演チームは、滋賀県在住者で３名以上のチームとし、子どものダンスや大人の太極拳などジ

ャンル、年齢を問わず、募集します。出演者には、フェスティバル当日に音響係などの役割を担っていただき、出演者

と実行委員会が協力して運営を行います。なお、令和２年３月１５日に予定していた第２１回布引ダンスフェスティ

バルは、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、開催を令和２年５月５日に延期しました。  

(ｲ) 楽しく泳ごう会  定員２００名  

小学生以上を対象に、競泳をはじめ水中ゲームやレクリエーションを行い、経験の有無を問わず、多くの方にプー

ルを楽しむ機会を提供します。また、事前準備から大会運営を東近江水泳連盟に業務委託し、開催します。  

(ｳ) ウォーターカーニバル  幼児・ジュニアの部  定員２００名  

水泳教室受講生対象に、コーチとの親睦を深めるとともに、練習成果を保護者の方に間近で見てもらえるよう、プ

ールサイドに観覧席を設けて開催します。  

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１６回東近江市民ソフトボール大会（９月６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・すこやかの杜運動公園  

硬式テニス大会（ひばりドーム杯）を 11 月の日曜日にテニス教室指導者との運営により開催します。  

参加チーム数  ４部門（一般男子・一般女子・混合ミックス経験者・初心者）各５チームで２０チーム。  

 地元女子野球の活動を支える事業として湖東スタジアムで女子野球交流大会を１１月２２日（日）に開催します。  

東近江バイオレッツを含む３～４チームが集結して互いの技術や親睦交流を図ります。  

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１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  
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エ  スポーツ大会、競技会等の貸館事業  

総合運動公園  

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す。  

日本サッカー協会ＪＦＬ公式戦、ＭＩＯびわこ滋賀のホームゲーム（ファースト・セカンドステージ）開催します。  

（布引陸上競技場）  

日本サッカー協会 JFL 公式戦 MIO びわこ滋賀ホームゲーム  ３月２１日～１１月２２日（１１試合）  

２０２０年プレナスなでしこリーグ１部  節  ４月５日  

市軟連全国スポーツ少年団大会  ４月１１日  

県民体育大会セブンスラグビー  ４月１２日  

全日本クラブ滋賀県予選（ソフトボール）  ４月１２日  

東近江市サッカー協会長杯  シニア大会  ４月１９日  

市軟連理事長杯  ４月１８  

彦根春季市民大会（陸上）  ４月２９日  

プライベートリーグ春季オープン戦（アメフト）  5 月４日  

東近江市サッカー大会（一般の部）  ５月１０日  

近江八幡市民体育大会（陸上）  ５月１６日  

滋賀県中体連春季サッカー大会  5 月２１日  

X リーグ Jｒトーナメント（アメフト）  ５月２３日  

天皇杯サッカー滋賀県選手権大会   ５月２４日  

滋賀マスターズ陸上大会  ５月３１日  

滋賀県高体連春季サッカー大会   6 月４日  

滋賀県高体連春季サッカー大会   6 月６日  

第１６回東近江市民体育大会（陸上）  6 月７日  

第５ブロック中体連陸上大会  ６月９日  

東近江市グラウンドゴルフ前期大会   ６月１２日  

滋賀県高体連春季ラグビー大会  6 月１３日  

第３ブロック中体連陸上大会  ６月１６日  
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第２回滋賀県中体連陸上記録会  ６月２０日  

東近江カップ女子ラグビー大会  ６月２１日  

市軟連重森スポーツ杯  ６月２７日  

西日本オープン大会（アメリカンフットボール）  ６月２８日  

第３回滋賀県中体連陸上記録会  ７月４日  

湖東信用金庫杯（ソフトボール）  ７月４日  

市軟連重森スポーツ杯ティーボール大会  ７月５日  

第２０回中日新聞社杯少年サッカー大会  ７月１１日  

全日本中学校通信陸上滋賀大会   7 月１８・１９日  

第６０回全日本実業団（ソフトボール）  7 月１８～２１日  

第２５回報知新聞社杯少年サッカー大会  ７月２４日  

スクール合同合宿（ラグビー）  ７月２５・２６日   

東近江市サッカー協会シニア大会  ８月２日  

東近江市サッカー協会社会人交流大会  ８月９日  

滋賀県サッカー協会国体近畿ブロック大会  ８月１４～１６日  

市スポーツ少年団軟式野球交流大会  ８月２２・２３日  

市軟連野田新聞社杯  ９月５・６日  

関西学生秋季リーグ（アメリカンフットボール）   １０月１０・２４日  

東近江市民体育大会（タグラグビー）  １０月１１日  

市小学校記録会八日市・蒲生地区  １０月１３日  

東近江市グラウンドゴルフ後期大会  １０月１６日  

東近江市タグラグビーフェスティバル  １０月１７日  

市軟連学童新人戦  １０月１７日  

X リーグ秋季大会（アメリカンフットボール）  １０月２５日・１１月３・２３日  

市軟連中日新聞社杯  １０月３１日  

プライベートリーグ秋季リーグ戦（アメリカンフットボール）  １１月１日  

第５回滋賀県学童ティーボール大会  １１月１日  
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市軟連中日新聞社杯  １１月７日  

関西女子高校サッカー選手権大会  １１月８日  

東近江シニアリーグ第５節  １１月８日  

市スポ少サッカー交流大会  １１月１４日  

サントリーカップ滋賀予選大会  １１月２１日  

第５回陸協記録会  １１月２８日  

トップチャレンジリーグ  １１月２９日  

東近江市民体育大会（サッカー少年の部）  １２月５日  

東近江市民駅伝大会   １２月６日  

第５回 JFPMCUP 東近江  １２月１２・１３日  

全国高校サッカー選手権壮行試合   １２月１３日  

東近江クリスマスカップ（タグラグビー）   １２月１９日  

プライベートリーグプレイオフ（アメリカンフットボール）   １２月２０日  

東近江市元旦健康マラソン大会  １月１日  

第７２回近畿高等学校ラグビーフットボール大会  ２月１３日  

JFA キッズサッカーフェスティバル  ２月１４日  

スポーツメンタルトレーニング山野杯（ラグビー）  ２月２１日  

第１０回東近江市長杯少年サッカー大会  ３月６・７日  

タグラグビー交流大会  ３月２０日  

第３回東近江市長杯ソフトボール大会  ３月２１日  

八日市北サッカーフェスティバル 2020 3 月２７・２８日  

（布引体育館）  

第５回東近江市ミックスビーチボール大会  ４月５日  

春季東近江ジュニアバドミントン団体戦大会  ４月１８日  

第９回東近江クラシックカップ  ソフトバレーボール大会  ４月１９日  

びわこカップハンドボール大会  ４月２４日・２５日・２６日  

びわこ杯高等学校バレーボール女子強化大会  ５月３日・４日  
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東近江市スポーツ少年団交流大会（剣道）  ５月６日  

春季東近江中学生バドミントン団体戦  ５月９日  

外村杯春季バレーボール大会  ５月１０日  

第８回東近江ロータリークラブ杯ドッジボール大会  ５月１６日  

滋賀県中学校春季総合体育大会ブロック大会（卓球）  ５月２１日  

第５１回全国ママさんバレーボール大会滋賀県予選大会  ５月２４日  

第２４回大凧東近江弓道大会  ５月２４日  

次世代アスリート発掘育成プロジェクトセレクトプログラム第 1 ステージ  ５月３０日  

第１６回東近江市民体育大会（剣道）  ５月３１日  

滋賀県高等学校春季総合体育大会（ハンドボール）  ６月４日・５日・６日  

第４５回中日楯争奪卓球大会  ６月７日  

第１６回東近江市民体育大会（柔道）  ６月１４日  

第１６回東近江市ソフトバレーボール大会  ６月２８日  

令和 2 年度全国小学生バドミントン選手権大会滋賀県予選会  ７月５日  

夏季東近江ジュニアバドミントン団体戦大会  ７月１１日  

全日本実業団ソフトボール大会開会式  ７月１７日  

滋賀県中学校春季総合体育大会ブロック大会（バドミントン）  ７月１８日・１９日  

第１５回輝きＣＵＰ日本ヤングクラブ男女バレーボール選手権大会   ７月２５日・２６日  

第１９回小学生バレーボール「近江の国合戦」交流大会  ９月５日・６日  

第２８回バレーボールカーニバル  ９月１３日  

令和２年度滋賀県総合防災訓練  ９月２０日  

第１６回東近江市民体育大会総合開会式  ９月２６日  

第１６回東近江市民体育大会（バドミントン）  ９月２７日  

八日市めぐみ保育園運動会  １０月３日  

東近江市スポーツ少年団交流大会（バスケットボール）  １０月４日  

むつみ保育園運動会  １０月１０日  

BLUEⅢカップドッジボール大会  １０月１７日  
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第１６回東近江市民体育大会（卓球）  １０月１８日  

秋季東近江ジュニアバドミントン団体戦大会  １０月２４日  

滋賀県高等学校秋季総合体育大会（バドミントン）  １０月２９日・３０日  

滋賀県高等学校体育連盟バドミントン専門部滋賀県合同大会  １０月３１日・１１月３日  

湖東信用金庫杯争奪秋季バレーボール大会  １１月１日  

第１５回中日新聞社杯ドッジボール大会  １１月７日  

東近江市スポーツ少年団交流大会（バレーボール）  １１月８日  

秋季東近江中学生バドミントン団体戦大会  １１月１４日  

滋賀県小学生バレーボール秋季大会  １１月１５日  

第１６回東近江オープン卓球選手権大会（中学生以下の部）  １１月２１日  

第１６回東近江オープン卓球選手権大会（一般・５０歳以上の部）  １１月２２日  

第４５回東近江市レディースバレーボール大会  １１月２３日  

関西みらい銀行エコカップ 2020 滋賀県中学生卓球大会東部地区予選会  １２月５日  

第１３回東近江杯ソフトバレーボール大会  １２月６日  

第４５回東近江市卓球協会長楯争奪中学生対抗卓球大会  １２月１２日  

東近江市スポーツ少年団運動適性テスト  １２月１３日  

中日本ビーチボール大会  １２月２０日  

第１２回コミスポバドミントンクリスマスカップ  １２月２７日  

東近江市消防出初式  １月１０日  

滋賀県高等学校体育連盟バドミントン専門部滋賀県合同大会  １月１１日  

冬季東近江ジュニアバドミントン団体戦大会  １月１６日  

コミスポ新春ビーチボール大会  １月１７日  

第１６回東近江市インドアソフトテニス大会（女子・壮年の部）  １月２４日  

若鮎杯バレーボール新人大会  １月３０日  

2021 東近江市卓球選手権大会  １月３１日  

滋賀県高等学校体育連盟バドミントン専門部滋賀県合同大会  ２月６日・７日  

ウィンターバレーボールカーニバル  ２月１４日  



- 23 - 
 

第８回ネットでポンポイ大会  ２月２１日  

後期ジュニアアタック杯（バレーボール）  ２月２７日  

第１６回東近江市インドアソフトテニス大会（一般男子の部）  ２月２８日  

冬季東近江中学生バドミントン団体戦大会  ３月６日  

第１７回東近江市オープンバドミントン大会  ３月２０日  

第１６回東近江市卓球協会長杯争奪卓球大会  ３月２１日  

春のバレーボール交流大会  ３月２８日  

長山公園  

第６０回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会  ７月１６日～２１日  

御園地区・市辺地区２４時間ふれあいソフトボール大会  ８月８日・９日  

第１６回東近江市民体育大会ソフトボールの部  １０月１８日・２５日  

ひばり公園  

第１４回ウィークデーテニス大会（硬式テニス）  ４月２日  

軟式野球国体県予選  ４月４日～５日  

春季近畿地区高等学校野球滋賀県大会  ４月１１日～５月６日  

第２９回ビーンズテニス大会  ５月１０日  

第１６回シングルス選手権大会（硬式テニス）  ５月１７日  

中体連ブロック大会（ソフトテニス）  ５月２１日・２２日  

第１６回東近江市春季選手権大会（ソフトテニス）  ５月２４日  

第２２回ビーンズダブルス大会  ６月７日  

ことう地区ソフトボール大会  ６月７日  

ＢＣリーグ公式戦  滋賀ユナイテッドホームゲーム（５試合）  ６月１２日・２１日・２７日・７月３１日・   

 ８月１４日  

ことう地区親睦ソフトボール大会  ６月１４日  

第１６回東近江市市民体育大会（ソフトテニス）  ６月２１日  

第１６回東近江市市民体育大会（硬式テニス）  ６月２８日  

第１０２回全国高等学校野球選手権滋賀大会  ７月１２日～７月２６日  
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第１６回東近江ＣＵＰ（硬式テニス）  ７月１２日  

中体連ブロック大会（ソフトテニス）  ７月１８日～２０日  

市スポ少交流大会（ソフトテニス）  ７月２５日・２６日  

市スポ少交流大会（ソフトテニス）  ８月  ２日  

第９回ジュニア選手権大会（硬式テニス）  ８月  ５日  

軟式野球国体近畿大会  ８月  ７日～１０日  

第３１回日本少年野球滋賀大会  ８月２２日～２４日  

第１６回重森スポーツ杯ＭＩＸ（硬式テニス）  ９月６日  

秋季近畿地区高等学校野球滋賀県大会  ９月５日～１０月１１日  

第１６回王座戦（硬式テニス）  １０月４日  

中体連ブロック大会（ソフトテニス）  １０月１６日・１７日  

東近江市市民体育大会軟式野球  １０月１８日・２５日  

第１６回青葉メディカＤ  １０月２５日  

北スポ杯  １１月７日  

第１２回ＳｕｐｅｒＣｕｐ（硬式テニス）  １１月８日  

第１６回東近江市会長杯（ソフトテニス）  １０月１８日  

滋賀建機杯  １１月１４日～１５日  

女子野球交流大会  １１月２２日  

ほのぼの広場（青少年市民育成会議湖東支部）  １１月８日  

第１６回ウィンターシングルス（硬式テニス）  ２月６日  

第１６回ウィンターダブルス（硬式テニス）  １月１７日  

第１６回バレンタインミックス（硬式テニス）  ２月１４日  

市スポ少交流大会（硬式テニス）  ３月７日  

ジュニアソフトテニス大会  ３月２０日  

第１６回Ｎｅｗ  Ｍｉｘ（硬式テニス）  ３月２１日  

第５回東近江オープンチーム対抗戦（ソフトテニス）  ３月２８日  
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湖東体育館  

 東近江市ディスコン大会  ６月２８日  

湖東バスケ第 37 回サザンカ杯  ７月１８日～１９日  

 東近江市教育委員会耀きカップバレーボール  ７月２４日～2６日  

 東近江市剣道連盟優勝大会  １０月１０日  

 湖東バスケ第 10 回サザンカ杯ジュニア杯  １０月１７日  

 ことうふるさとまつり          １１月  ３日  

 東近江市民体育大会バスケットボール競技  １１月２２日  

 ことう地区スポーツ協会ビーチボール大会  ３月７日  

すこやかの杜運動公園  

 東近江市テニス協会主催事業大会（通年）  ５月１７日・他５大会  

 南部地区スポーツ協会市体予選ソフトボール競技  ５月２４日  

 ジューワベースボールトーナメント 2020 5 月 30 日～11 月 29 日  

 アスリードベースボールトーナメント 2020 6 月６日～３月１２日  

 日本少年野球連盟滋賀県支部  8 月 22 日・23 日  

能登川スポーツセンター  

滋賀県小学生バレーボール第５ブロック春季交流大会  ４月１９日  

水車のまち杯親善ゲートボール大会  ５月２０日  

全日本シニアバドミントン選手権大会滋賀県予選会  ６月２１日  

第１５回輝きＣＵＰ日本ヤングクラブバレーボール男女選手権大会  ７月２５日・２６日  

東近江市民体育大会卓球能登川地区予選会  ９月６日  

蒲生運動公園・蒲生体育館  

あかね夏祭り  ７月  

あかね少年野球大会（スポーツ少年団軟式野球大会）  ８月  

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  

蒲生地区大運動会・中体連ハンドボール秋季総合体育大会  １０月  

東近江市市長杯少年サッカー大会  3 月  
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おくのの運動公園  

 県民体育大会東近江市軟式野球予選会  ４月・５月  

硬式野球リトルリーグ戦  ４月  

愛東地区スポーツ協会共催事業ソフトボール大会  ５月  

第４１回西日本軟式野球大会１部  ５月  

 ATHLEAD FIEDL BASEBALL2020SPRING 5 月・６月・７月  

 西日本選手権軟式野球大会  ５月  

 御園地区スポーツ協会卓球・ソフトバレー大会  ６月  

Mario Party ソフトバレーボール大会  ６月・１１月  

少年サッカーマーガレットカップ  6 月・７月・10 月・11 月・12 月・３月  

輝きカップバレーボール大会  7 月  

近畿都市二部軟式野球大会  ７月  

ATHLEAD FIEDL BASEBALL2020SUMMER ８月  

スポーツ少年団バレーボール近江の国合戦交流大会  9 月  

スポーツ少年団少年野球交流大会  9 月  

東近江タグラグビークリニック  ９月  

日本少年硬式野球滋賀大会  8 月  

ATHLEAD FIEDL BASEBALL2020AUTUMIN １０月・１１月・１２月  

中学校体育連盟軟式野球大会地区予選  １０月  

２０２０年度春季 B 軟式野球大会  １０月  

愛東スポーツフェスティバル  １０月  

第１５回前田秀雄杯軟式野球大会  １２月  

 

オ  その他  

総合運動公園  

「市民ふれあいスポーツデー」の開催  

５月５日に総合運動公園布引陸上競技場にて「市民ふれあいスポーツデー」を開催します。  
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市民の皆様に芝生の開放感を体感していただき、憩いの場を提供することを目的とし、陸上競技場内の芝生エリアを無

料開放し、芝生を素足で歩く体験や遊びフィールド、体験コーナーを設置します。内容は、天然芝憩コーナー、遊具コーナ

ー、走・跳・投コーナー、花・苗配布コーナー、炭の工作コーナー等いくつかのエリアに分けて、多くの方に楽しんでいた

だけるようなコーナーを設けます。  

また、東近江市スポーツ推進委員によるスポーツカルタやニュースポーツの運動体験教室を開催し、屋内施設では、健

康状態の確認を目的としたインボディ測定や複数の器具を用いて、健康状態の把握や様々な体力測定ができるコーナーを

設置します。  

ジョギングコースの提供  

健康づくりの一環としてウォーキングやジョギングをする利用者の増加に伴い、安全・安心をモットーに景観性の高い

ジョギングスポットとして定着を図ります。1 周１Ｋｍのジョギングコースを快適に利用していただくため、混雑時や夜

間等はグラウンドの残置灯を点灯して安全面への配慮とコース上の巡回や照明点灯箇所の点検等も行い、利用しやすい環

境を整えていきます。  

(ｱ) ランニングロードの提供  

いつでも誰でもランニングで健康づくりができるよう、室内で１周１８０ｍ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す。  

(ｲ) 校外学習  

幼稚園、保育園、小学生の校外学習の一環として施設案内や遊具の開放を行います。また、市内小学校の陸上記録会

や中学校の職場体験や体育祭等にも施設の貸館を行います。  

ひばり公園  

(ｱ) コトナリエサマーフェスタへの協力  

毎年８月に開催される「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に貢献し、協力をし

てまいります。準備期間＝6/１～７/３１  開催日＝８/１～８/８  撤収期間＝８/９～８/３１  

(ｲ) 親子対象パークゴルフ場開放  

毎月第３日曜の「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いたします。  

(ｳ) テニスコート開放  

毎月第３日曜の「家族ふれあいサンデー」では親子を対象としてひばりドーム・屋外テニスコートの当日空いてい

るコートを開放いたします。  
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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、ターゲットバードゴルフ、ペタンク、スローイングビンゴ、フライングディスクゴルフ等）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実施します。  

蒲生体育館  

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す。また、学校施設（４校）の体育館、運

動場等の正しい利用と活動の場の提供のための支援や補助を行います。  

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) 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。  

(ｶ) 地域医療への貢献、ドクターヘリの離着陸の協力  

(ｷ) 滋賀県防災訓練への協力、防災ヘリの離着陸の協力  

 

(3) それに付随する事業  

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って、職員による生涯

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
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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、緊急時にいつでも誰でも自動対外徐細動器

（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。  

 

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、東近江市から直接委託される業務からなっています。  

道路等の管理ほか、東近江市と密接な協力関係が必要な業務であり、それぞれ予算や担当課は異なりますが、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と効率的な運営を行っております。  

一方で、東近江市という広い管理範囲に対応するため、組織を３地区の拠点に分け、３班体制により、市からの突発的な業務依

頼についても、迅速かつ可能な限り対応しております。  

近年は依頼業務の内容がより高度かつ多様になってきましたので、人材の育成や機材の充実を図りながら、安全に作業を進め

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）  
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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  

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  

①  上記以外の東近江市関連施設の除草や雑木伐採、清掃やゴミの搬出、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めざします。  

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や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  

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ます。管理については、省エネルギー対策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挙げられるよう取り組みます。また、施設

の特徴を活かしたびわ湖東近江シートゥーサミット２０２０、第２７回ドラゴンカヌーヤングフェスティバル、第１５回東近
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江市ドラゴンカヌー大会、スタンドアップパドル大会の誘致等施設利用者の増加を図ります。  

ア  貸館事業  

水車資料館内の資料展示について、能登川埋蔵文化財センターとの連携を図りながら資料整備にも努めます。地域文化団

体等への施設貸出しを含め、より多くの団体にも施設利用いただけるよう努めます。  

イ  維持管理業務  

施設の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環境整備を進めるとともに、老朽化等への対応を迅速

にできるよう所管課と連絡を密にし、安全・安心な施設となるよう努めます。  

 

(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２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  


