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平成 27 年度事業報告書 
 

 当財団では、平成 26 年度よりの指定管理業務である東松山市体育施設、東松山市都市公園の

着実な運営に努めた。各施設とも設置目的に沿って長期的な観点に立ちメンテナンス等適切な修

繕等を行うとともに効率的な維持管理を行い、来館者、来場者に対するサービスの向上を図った。 

 また、当財団の自主事業として各種文化事業を積極的に実施し、市民コミュニティの構築、市

民文化の向上と発展に努めた。特にひがしまつやま芸術祭は市内芸術文化の発展の基幹事業とし

て、地域に認知されつつある。これらの事業を通して、行政・市民・事業者と連携して、文化的

な街づくりの推進に引き続き取り組んだ。 

 

 
【事業区分】 

 

 
【組織図】 

 

総務・文化事業グループ （職員 4 名） 

体育施設管理グループ（職員4名／臨時8名／派遣2名） 

理事長 事務局長 

評議員会・理事会 

公園管理グループ （職員 4 名／臨時 3 名） 

東松山文化 

まちづくり公社 

公益事業 1 

公共施設の貸与を通して、芸術文化の

振興やスポーツの振興、コミュニティづ

くりの推進、市民相互の連帯意識と郷

土意識で結ばれたまちづくりに寄与す

ることを目的とする事業 

・芸術文化事業 

・公園事業 

・スポーツ事業 

施設の管理貸与業務 

・東松山市都市公園（97 公園）施設指定

管理 

・東松山市体育施設指定管理 

・小・中学校体育施設管理受託 

公益事業 2 

各種催事を企画・実施し、芸術文化・ス

ポーツ・コミュニティの普及・発展・啓発

に関する事業 

収益事業 

施設の利用促進を図るための施設貸与

及び芸術文化推進に係る付帯事業 

・清涼飲料水等自動販売機設置 



 
 

公益事業１ 
公共施設の貸与を通して、芸術文化の振興やスポーツの振興、コミュニティづくりの推進、市

民相互の連帯意識と郷土意識で結ばれたまちづくりに寄与することを目的とする事業 

 
１ 施設の管理貸与業務 

市内都市公園施設及び体育施設の管理業務について、東松山市との協定内容を遵守すると共に

指定管理事業計画に基づき施設の管理業務を実施した。 

 
（１）東松山市都市公園指定管理業務 

市内に 97 箇所ある都市公園を、市民の憩いの場、レクリエーションの場、さらに身近な自然

とのふれあいの場として、安全・安心に利用していただくために施設管理を行った。また、自然

に親しむ事業等を実施した。 

 
●東松山市都市公園指定管理業務における主な要望・苦情と対応状況 

1 要望 水飲みから漏水しているので修理してほしい。 

要因 配管の老朽化 

対応 配管の修繕を実施した。 

2 要望 トイレ手洗いが漏水しているので修理してほしい。 

要因 凍結による手洗い器バルブ破損 

対応 手洗い器のバルブ交換を行い、凍結防止のカバーを取付けた。 

3 要望 スズメハチが飛んでいるので巣があるのではないか。 

要因 － 

対応 巣を探したが発見できなかったため、注意喚起の看板を設置した。 

4 要望 トイレが詰まっていて流れない。 

要因 いたずらによる砂、トイレットペーパー、ビニール袋等が詰まっていた。 

対応 現地確認後、復旧作業した。 

5 要望 公園灯、トイレの照明が点いていない。 

要因 ブレーカーが落ちていた・電球が切れていた・点滅器が壊れていた 

対応 現地確認後、復旧作業した。 

※全 242 件の要望・苦情が寄せられた。 

 

●東松山市都市公園指定管理業務における主な修繕状況 

1 場所 前通公園 

内容 すべり台踊場交換修繕 

対応 劣化により踊場の交換修繕を行った。 

2 場所 箭弓町第一公園 

内容 トイレ天井塗装 

対応 雨漏りが発生したため、屋上防水処理と天井の塗装を行った。 

3 場所 岩鼻運動公園（東松山庭球場周辺） 

内容 公園灯ＬＥＤ化 

対応 公園灯（６基）のＬＥＤランプへの交換を行った。 



 
 

4 場所 岩鼻運動公園（陸上競技場駐車場） 

内容 駐車場ライン塗装 

対応 ラインが消えて分かりにくかったため、ラインを引き直した。 

5 場所 松風公園 

内容 公園灯分電盤修繕 

対応 分電盤のドアが壊れて閉まらないため、分電盤ボックスの交換を行った。 

※全 265 件の修繕を行った。 

 

 

（２）東松山市体育施設指定管理業務 

市内 23 箇所の体育施設を安全・快適に利用できるように管理し、利用の促進を図った。また、

市民や利用者を対象に青少年の健全育成や健康増進等を目的とした事業を実施した。 

 
●東松山市体育施設指定管理業務における主な要望・苦情と対応状況 

1 要望 駒形ソフトボール場の安全対策 

要因 防球ネットの張ってある電信柱が危険なので何か安全策を講じて欲しい。またフェンスを止め

ているボルトの頭がグランド側に出ていて危険なので対応して欲しい。 

対応 電信柱にウレタンフォームの緩衝材を設置した。やわらかい樹脂のボルトカバー80 個設置 

 

2 要望 スズメバチの巣を駆除して欲しい。 

要因 施設にスズメバチの巣があるので駆除して欲しい。 

（市民体育館弓道場のネット・正代運動広場の用具庫・リバーサイド多目的用具庫・リバーサイ

ドマレット場樹木） 

対応 現地を確認し駆除した。 

3 要望 市民体育館東側のクスノキを伐採して欲しい。 

要因 市民体育館のクスノキが毎年伸びすぎて電線に架かり危険。伐採して欲しい。 

対応 スポーツ課と協議し伐採を実施した。 

4 要望 箭弓庭球場の水道を増やして欲しい。   

要因 日曜日に少年団が 100 人で利用しているが蛇口が 1 つしかないので増設して欲しい。 

対応 簡易シンクを 2 個設置し既存の物も含め各 2 個の蛇口を設置した。（蛇口 6 個） 

   



 
 

5 要望 フェンス際の樹木の剪定   

要因 東松山サッカー場と団地の間の樹木が茂り、見通しが悪いので防犯のため剪定して欲しい。 

対応 自治会立会いのもと剪定の量を決定し、自治会長から依頼文をもらった上で剪定を実施した。 

   

6 要望 東松山野球場の外野フェンス際の芝を剥いで欲しい。   

要因 外野フライを追う時にフェンスに激突しない様、目印にフェンス付近の芝を剥いで欲しい。 

対応 他市町村の球場の状況を調べ、東松山野球場にあった 3ｍとして施工した。 

※全 80 件の要望・苦情が寄せられた。 

 

 

●東松山市体育施設指定管理業務における主な修繕状況 

1 場所 北地区体育館トレーニングルームのトレーニングマシン 

内容 トレーニングマシンの駆動が正常に利かなくなっていた。 

対応 メーカーの工場に送り修理した。 

2 場所 東松山野球場電光掲示板 

内容 電光掲示板の表示が指示通り反応しない。 

対応 メーカーの作業員を呼び部品交換を行った。 

3 場所 東松山野球場トイレ浄化槽 

内容 トイレの浄化槽にひびが入っていると定期点検で指摘があった。 

対応 委託業者に修繕を発注した。 

4 場所 北地区体育館受水槽加圧ポンプ 

内容 給水ポンプユニットから漏水した。 

対応 業者によるパッキン交換修理を行った。 

5 場所 弓道場壁 

内容 弓道場の「控え場」に巻き藁が置いてあったものを移動した際に周りの壁が傷んでいた。 

対応 直営でケイカル板を張り替え、同色で塗りなおした。 

※同様に市民体育館のロビーも自販機の入れ替えに伴い壁の補修・塗り直しを行った。 

   

※全 127 件の修繕を行った。 

  



 
 

 

●平成27年度 東松山市体育施設利用状況 

施設名 

平成27年度 平成26年度 

件数 

（件） 

稼働率 
（％） 

利用人数 

（人） 

件数 

（件） 

利用人数 

（人） 

東松山庭球場 6,678 64.1 77,094 6,581 82,366 

東松山庭球場中原コート 732 46.0 21,609 747 24,508 

新郷公園庭球場 536 17.2 3,184 487 2,697 

千年谷公園庭球場 1,193 35.1 7,067 1,490 8,570 

箭弓庭球場 1,242 50.6 21,202 1,134 21,362 

東松山サッカー場 77 29.7 13,205 30 5,760 

東松山陸上競技場（サッカー場） 28 合算

55.4 

4,610 49 7,670 

東松山陸上競技場（競技場） 1,283 32,952 1,048 30,538 

東松山野球場 151 53.4 17,328 180 15,761 

東松山中原球場 177 42.7 11,243 87 5,970 

千年谷公園野球場 60 30.1 3,721 144 6,958 

唐子中央公園多目的広場 331 54.9 21,588 342 20,197 

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（多目的広場） 392 44.5 44,154 314 34,385 

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 59 8.1 957 71 1,213 

駒形公園多目的広場 197 45.6 17,263 218 17,535 

駒形公園ソフトボール場 126 22.4 11,750 111 11,054 

大岡運動広場 510 49.4 20,146 487 18,294 

正代運動広場 1,194 35.4 42,991 1,184 40,867 

上唐子運動広場 286 40.8 4,596 281 5,005 

東松山市民体育館（ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ） 2,786 58.9 56,596 2,562 50,028 

東松山市民体育館（ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ） 1,353 57.8 27,636 1,322 21,693 

東松山市民体育館（会議室） 165 24.5 22,066 148 15,930 

唐子地区体育館 1,688 61.4 40,266 1,617 39,339 

北地区体育館 3,493 64.1 55,443 3,396 49,376 

北地区体育館（トレーニングルーム） 7,067 ― 7,067 6,744 6,744 

南地区体育館 2,610 61.9 50,712 2,328 50,246 

東松山武道場（道場） 385 38.0 6,969 405 7,593 

東松山武道場（会議室） 177 18.1 4,635 201 5,251 

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場） 7,910 ― 7,910 6,702 7,281 

東松山弓道場 3,190 ― 6,553 2,820 6,068 

合  計 46,076 662,513 43,243 620,377 

 

 



 
 

 

●平成27年度 東松山市体育施設利用料徴収状況 

施設名 

平成27年度 平成 26 年度 

件数 

(件) 

利用料金 

(円) 

件数 

(件) 

利用料金 

(円) 

東松山庭球場 6,434 6,385,440 6,477 7,118,980 

東松山庭球場中原コート 476 446,490 474 400,510 

新郷公園庭球場 537 235,840 478 216,920 

千年谷公園庭球場 1,246 633,820 1,504 782,320 

東松山サッカー場 61 319,300 24 117,420 

東松山陸上競技場(ｻｯｶｰ場) 24 266,500 35 356,620 

東松山陸上競技場(競技場) 1,289 951,050 1,027 767,425 

東松山野球場 117 718,675 141 739,210 

東松山中原球場 135 198,755 55 72,395 

千年谷公園野球場 33 78,280 109 261,105 

唐子中央公園多目的広場 291 279,500 327 315,000 

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ(多目的広場) 374 515,000 308 468,500 

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場) 48 26,750 73 42,500 

駒形公園多目的広場 169 174,500 195 217,500 

駒形公園ソフトボール場 76 120,500 79 177,000 

マレットゴルフ場(回数券) 564 1,692,000 464 1,392,000 

マレットゴルフ場(当日利用券) 1,411 448,200 1,424 438,300 

東松山市民体育館(ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ) 2,720 2,982,290 2,500 2,820,757 

東松山市民体育館(ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ) 1,302 447,315 1,258 426,910 

東松山市民体育館(会議室) 55 42,880 44 32,720 

唐子地区体育館 1,597 1,494,135 1,560 1,456,520 

北地区体育館 3,380 2,555,305 3,281 2,380,663 

南地区体育館 2,489 2,905,432 2,243 3,010,025 

東松山武道場(道 場) 197 140,740 216 164,550 

東松山武道場(会議室) 3 480 8 3,920 

東松山弓道場(予約分) 73 114,500 70 105,500 

東松山弓道場(回数券) 268 268,000 250 250,000 

東松山弓道場(当日利用券) 130 17,500 49 6,700 

合 計 25,499 24,459,177 24,673 24,541,940 

 

 



 
 

 
２ 受託業務 

公共施設の管理運営の合理化と施設の効率的な利用を図るため、各施設の管理の受託業務を行

った。 

 
（１）東松山市立小・中学校体育施設管理受託業務 

小・中学校体育施設（体育館、校庭及び夜間照明）を安全に利用できるように管理すると共に

利用許可手続きや利用料の徴収業務を行った。 

 

●平成27年度 東松山市立小・中学校体育施設利用状況 

施設名 
平成27年度 平成26 年度 

件数（件） 人数（人） 件数（件） 人数（人） 

松一小夜間照明 228 12,335 223 12674 

南 中夜間照明 183 5,620 157 4,325 

東 中夜間照明 220 15,508 232 16,268 

北 中夜間照明 32 747 70 1,254 

小・中学校体育館 4,304 126,436 4,243 121,530 

小・中学校校庭 2,395 108,168 2,328 113,348 

合 計 7,362 268,814 7,253 269,399 

 

 

●平成27年度 東松山市立小・中学校体育施設利用料徴収状況 

施設名 
平成27年度 平成26 年度 

件数(件) 利用料金(円) 件数(件) 利用料金(円) 

松一小夜間照明 233 736,965 223 697,825 

南 中夜間照明 191 689,070 167 662,805 

東 中夜間照明 221 903,010 237 979,530 

北 中夜間照明 36 121,540 71 224,540 

小・中学校体育館 45 129,600 27 77,760 

合 計 726 2,580,185 726 2,646,580 

 

 

 

 



１ 文化事業

 各種文化催事や研修会等を企画・実施し、市民や地域団体とのネットワークを構築、住民サー

ビスの向上と地域文化の振興、活性化を推進し、市民が主体となる公益的な事業を積極的に実施

した。

（１）参加創造型事業

 東松山市の市民文化活動の機運は高まっており、市民は活動の場や協働する場を求めている。芸術、

文化の発表の機会を提供し、市民が参加し活動することにより、活動する個人、芸術文化団体活動を広

げ、市内の文化施設全般での実施を推進し、地域コミュニティの構築につなげる活動を行った。

１ ひがしまつやま芸術祭 2015 

実施日時 平成 27 年 9 月 1 日（火）～平成 28 年 1 月 31 日（日） 

実施場所 東松山市民文化センター／平野市民活動センター／松山市民活動センター

／埼玉ピースミュージアム／千年谷公園／高坂市民活動センター/市立図書館 他 

実施内容 東松山市内で実施される芸術文化の公演・行事を取りまとめる芸術祭として実施し参加公演、

行事の後援を行う。主に後方支援として各事業の周知、公演行事に対するアドバイス等を行っ

た。さらに周知を図るため「イベントカレンダー」の発行を行った。

■公演・行事 43 公演・行事 

（音楽、舞踊、演劇、芸能、美術、文芸、パフォーマンス、映像・放送、生活文化）

■入場者数 総勢 30,168 名 

（入場者数 24,375 名 出演者・スタッフ 5,793 名） 

■後援 東松山市／東松山市教育委員会／東松山市観光協会／東松山市商工会

 ／東山市商店会連合会／東武鉄道㈱／埼玉新聞社／東松山市ケーブルテレビ

■協賛 東松山市文化団体協議会文化祭 2015 

■協賛企業

（株）Ａ.Ｋ.Ａ／アート緑化土木(株）／秋山商店／朝日緑化土木（株）／（有）アスクホーム／アト

リエかれん／あゆ東松山店／（有）飯塚工務店／（有）飯村設備工業／イグチ交通（株）／居酒

屋越前屋／いでうら接骨院／イトーエンジニアリング／医療法人隆盛会河野医院／エスポアー

ル／（有）大島工務店／ガレージ翔平／（株）技構／喰い処まこと／KOIKE ピアノ教室／小岩

造園土木（株）／東松山市シルバー人材センター／国土緑工（株）／シブヤ彫刻／（株）島野造

園／昭光物産（株）／（株）松柳園／食庵／（株）鈴木造園／（株）大丸縫製／（有）太陽設備／

（有）高坂石油／（有）タキ・モータース／（株）ダスキンくりはら／ちゅら坂戸店／（有）戸口工業

／中里建設（株）／那須工務店（株）／南部スポーツ工業（株）／パティスリー・モン・プレジール

本店／（有）原口エンジニア／（有）東松山市堆肥生産利用組合／東松山清掃協同組合／東

公益事業２
各種催事を企画・実施し、芸術文化・スポーツ・コミュニティの普及・発展・啓発に関する

事業



 
 

松山測量設計（株）／東松山むさしロータリークラブ／東松山ロータリークラブ／日の出家／

（有）松永松盛園／（有）松山堂工芸社／（有）間山タイヤ／焼肉ヤンバン／（株）谷田貝組／

（有）山崎電設／（株）ヨハネ印刷／（株）ライフデールサンポー／ルクール・ド・バレエ・いわき

／ワークマン 東松山店 （全 57 社） 

効果・ 

問題点等 

今回の芸術祭では新たな試みとして、各公演・行事の回遊性を高めるためスタンプラリーを実

施した。スタンプラリーを利用し、賞品の受け取りをした市民は 28 名と少なかったが、今後の方

策の一つとして今後も継続していきたいと考えている。また、今回は協賛企業の募集に力をい

れ、全 57 社より協賛協力を得ることができた。 

 

2 新春ひがしまつやま第九演奏会 

実施日時 平成 28 年 1 月 24 日（日） 13：30 開場／14：00 開演 

実施場所 東松山市民文化センターホール 

実施内容 昨年、東松山市で開催された初めての第九演奏会から 2 回目となる第九演奏会。241 名もの

出演者が舞台を踏み、東松山市民文化センターのホールはまぼ満席となり、大歓声に包まれ

た。 

■入場者数：969 名 

■コーラス参加者：171 名 

■東松山管弦楽団：70 名（協力：比企交響楽団） 

■運営委員会：8 名 

  

効果・ 

問題点等 

今年度で第2回目の第九演奏会。2年連続で実施した今年も多くの市民が参加し、ニーズの高

さが感じられた。今後このような事業を継続していくための方法を模索し、来場した観客はもとよ

り、参加者がより楽しめる企画を考えていく必要がある。 

 

 
（２）普及啓発型事業 

 次代を担う青少年等の育成啓発や市内の文化団体を支援を通じて、地域住民が豊かな感性を育

み、創造力を養い、芸術に触れる喜びを知り理解を深めていくための取り組みを行った。 

 
①青少年育成 

 青少年に質の高い文化芸術に触れてもらうことで豊かな心を育み、次代の担い手である青少年

に文化芸術の魅力を伝えるため下記の事業を実施した。 

 



 
 

1 劇団四季こころの劇場 劇団四季ファミリーミュージカル『むかしむかしゾウがきた』 

実施日時 平成 27 年 5 月 27 日（水） ①10：15 開演 ②13：45 開演 

実施場所 東松山市民文化センターホール 

実施内容 東松山市、比企郡、坂戸市、鶴ヶ島市の小学６年生を招待して劇団四季ファミリーミュージ

カル『むかしむかしゾウがきた』を実施した。 

●10：15 開演の部：東松山市（新明小・新宿小 4・5 年生）坂戸市（4 校）・鶴ヶ島市（2 校） 

吉見町（3 校）・毛呂山町（2 校） 1,138 名 

●13：45 開演の部：東松山市（10 校）・坂戸市（2 校）・鳩山町（3 校）・ときがわ町（2 校） 

東秩父村（1 校） 1,142 名 

    

効果・ 

問題点等 

この事業により、劇場という特別な空間で質の高い演劇に触れてもらうことができ、演劇鑑

賞による芸術文化に興味を持つきっかけづくりをすることができた。 

 

2 音楽活性化事業 

実施日時 【公演】 

平成 27 年 10 月 10 日（土） 13：30 開場／14：00 開演 

【アクティビティ】 

①平成 27 年 10 月 8 日（木）新明小学校 10：45～11：30 

②平成 27 年 10 月 8 日（木）高坂小学校 13：45～14：30 

③平成 27 年 10 月 9 日（金）松一小学校 10：45～11：30 

④平成 27 年 10 月 9 日（金）大岡小学校 13：10～13：55 

実施場所 【コンサート】 東松山市民文化センターホール 

【アクティビティ】 新明小学校／高坂小学校／松一小学校／大岡小学校 

実施内容 ピアノデュオデュエットゥとともに市内小学校 4 校でアウトリーチコンサートを実施した。また、一

般市民向けにクラシックコンサートを実施し、多くのお客様にご来場いただいた。 

■コンサート来場者：364 名 

■アクティビティ 

新明小学校 4 年生 83 名／高坂小学校 4 年生 100 名／松一小学校 6 年生 76 名／大岡小

学校 4～6 年生 80 名 



 
 

 

 

 

  
効果・ 

問題点等 

当財団がアウトリーチを実施してから今年で 7 年目となる。教育委員会や各学校はこの事業の

意義をだんだんと認識してくださり、協力的に実施ができるようになっている。今後はより論理的

に事業の成果や効果を説明する機会が必要になっているのではと考えられる。 

3 中学校芸術観賞会 

実施日時 平成 27 年 11 月 11 日(水) 11:50～12:40 北中学校 

平成 27 年 11 月 11 日(水)  14:40～15:30 南中学校 

平成 27 年 11 月 17 日(火) 11:50～12:40 白山中学校 

平成 27 年 11 月 17 日(火)  14:40～15:30 東中学校  

平成 27 年 11 月 19 日(木)  14:45～15:35 松山中学校 

実施場所 北中学校／南中学校／白山中学校／東中学校／松山中学校  

実施内容 ピアノデュオデュエットゥとともに市内中学校 5 校で芸術観賞会を実施した。 

北中学校(489 名)／南中学校(592 名)／白山中学校(117 名)／東中学校(598 名)／松山中学

校(465 名)  

  

効果・ 

問題点等 

今年度の中学校芸術鑑賞会は、ピアノデュオ・デュエットゥによるミニコンサートを実施した。前

半では、連弾による演奏やおもちゃのピアノや鍵盤ハーモニカを使用したパフォーマンスも披

露した。 後は、連弾の体験を希望した複数の生徒とともに、3 人以上での演奏にも挑戦した。

このミニコンサートでは、生徒が音楽に楽しく触れる機会であったとともに、途中でデュエットゥ

による ベートーヴェンの≪運命≫の作曲について、この曲はベートーヴェン自身の不安や心

配事から現れる心の中のドアをノックしている音を表現しているというエピソードを話した後に生

徒たちへ、もしも自分の中に心のドアが現れたら、家族や友達を頼ってほしいというメッセージ

を送り、音楽だけではなく心の教育の場ともなった。 



 
 

②地域文化育成事業 

 芸術文化に携わる関係者の文化への理解を深め文化施策へフィードバックするため、次の事業

を実施した。 

 

 

 

2 平成 27 年度東松山市文化研修事業 

実施日時 平成 27 年 8 月 26 日（水） 13：30 より 

実施場所 東松山市総合会館 4 階多目的ホール  

実施内容 東松山市における芸術文化による地域の活性化について考え、今後の各部局での芸術文化

の活用を促すことで、東松山市における文化施策の方向性を考える機会とするため、東松

山市職員、教職員を対象に実施した。 

 

■参加者  

東松山市職員        56 名  

東松山市教育委員会教職員  17 名 

その他関係者        17 名  総参加者 90 名 

■内容 

（１）講演 文化芸術から始まる地域の活力創出―創造都市・アウトリーチを中心に 

     ニッセイ基礎研究所 研究理事・芸術文化プロジェクト室長 吉本光宏氏  

（２）模擬アウトリーチ体験 浜まゆみ（マリンバ）・金丸寛（マリンバ） 

1 伝統芸能保存連絡協議会理事会出席／伝統芸能祭打合せ会議 

実施日時 平成 27 年 5 月 1 日（金）18：00 より 

平成 27 年 9 月 7 日（月）13：00 より 

実施場所 埋蔵文化財センター／総合会館 2 階会議室 

実施内容 伝統芸能普及・保存事業の足掛かりとするため、下記の会議に出席し、情報交換を行った。 

 

■伝統芸能保存連絡協議会理事会 

平成 27 年 5 月 1 日（金）午後 6 時より 東松山市埋蔵文化財センター 

■伝統芸能祭打合わせ会議 

平成 27 年 9 月 7 日（月）午後 1 時より 総合会館 2 階会議室 

 

効果・ 

問題点等 

東松山市の伝統芸能は埋蔵文化財センターで取りまとめを行っており、伝統芸能保存会を組

織し、各団体の情報共有を行っている。今年度は情報交換を行い、次年度以降の足掛かりとし

た。なお、平成 28 年度伝統芸能祭が松山市民活動センターホールで実施予定であるが、公社

として当該事業の支援を行っていくことが望まれる。 

 



 
 

  

効果・ 

問題点等 

これまで、東松山市において、公社が実施してきた文化・芸術の普及啓発事業の必要性を吉本

氏の講演を通じて説明、日本、世界における文化・芸術の有用な事例等により普段、文化・芸

術にたずさわらない職員の興味も引き出すことができた。また、実際に子ども達に行うアウトリー

チコンサートを聴いてもらい、体験することで、体験者がどのように感じるかなど、アウトリーチ事

業の必要性も再認識してもらうことができた。アンケート結果にも、前向きな意見が多く寄せられ

た。 

 

 
（３）文化交流事業 

 近隣の財団や文化団体等との文化交流のなかで、東松山市の個性的な文化活動を推進する。 

 

1 東上線沿線文化施設ネットワーク 

実施日時 平成 27 年 7 月 22 日（水）14：00 より 

実施場所 キラリふじみ 

実施内容 東上線沿線文化団体との情報交換を実施した。近隣市町文化施設との協議を通じて、連携事

業の実施等のための情報共有を行った。 

■参加団体 

キラリふじみ／和光市民文化センター／コピスみよし／川越市民会館／公益財団法人東松山

文化まちづくり公社 

効果・ 

問題点等 

いま近隣の文化施設では様々な文化事業が実施されている。この各地域で実施されている文

化情報を収集し、文化交流を通して、東松山市の個性的な文化活動を推進するための足掛か

りとする。 

 

 

2 東松山市地域団体ネットワーク 

実施日時 平成 28 年 1 月 15 日（金） 午後 1 時 30 分より 

実施場所 東松山市総合会館 3 階 307 会議室 

実施内容 東松山市商工会、東松山市観光協会、東松山市農業公社、文化まちづくり公社が集まり会議を

実施。それぞれの団体の事業内容や事業実施の問題点等を情報共有した。 



 
 

■参加団体   東松山市商工会／東松山市農業公社／東松山市観光協会 

           ／東松山文化まちづくり公社 

  
効果・ 

問題点等 

今後は、東松山市を取り巻くこれらの団体が、情報を共有し東松山市のまちづくりに積極的に

関わっていくことが望まれる。そのための第 1 歩としてこのような会議が設けられたことは意義深

いと考えられる。今後はこの会を通じての連携事業などの可能性を探っていきたい。 

 

 
２ 公園事業 

 自然環境に親しむ環境啓発活動等により公園施設でのコミュニティ形成のため下記の事業を

実施した。 

 

1 松本町一丁目緑地ガーデニング講座 

実施日時 第 1 回 平成 27 年 6 月 6 日（土） 9：00～10：30  ブーケ制作 

第 2 回 平成 27 年 9 月 12 日（土） 9：00～10：30  ブーケ制作 

第 3 回 平成 27 年 10 月 10 日（土） 9：00～10：30  寄せ植え 

第 4 回 平成 27 年 11 月 28 日（土） 9：00～10：40  リース制作 

実施場所 松本町一丁目緑地 

実施内容 松本町一丁目緑地にて鈴木智子氏を講師に迎え、ガーデニング講座を行った。 

●参加者：第 1 回 25 名／第 2 回 20 名／第 3 回 15 名／第 4 回 20 名 

●参加費：第 2 回 300 円／第 3 回 2,000 円／第 4 回 1,000 円 

   

効果・ 

問題点等 

当事業は、公園維持管理の一環として、市民生活に身近な公園が親しみと関心を持った利用

が図られるよう、植え替えを前にした草花を活用して実施したものである。 

松本町一丁目緑地ならではの植栽を利用したため、自宅では多くの種類の花がないので、好

きな花を自由に摘めるのは楽しいという声が多かった。お花に触れて笑顔が溢れている講座だ

った。 



 
 

 

2 子供手作り工作教室 

実施日時 平成 27 年 7 月 29 日（水） 9：30～11：30 

実施場所 松山市民活動センター 工作室 

実施内容 公園内にある伐採した木を使って箸作り及びペットボトル風車作りを行った。 

●参加者：21 名   ●参加費：50 円 

    

効果・ 

問題点等 

初めての工作教室で参加者の集まりに不安があったが、募集初日で募集人数に達し、当

日も子供たちの興味が多く成果の出た事業になったと思われる。 

初めて持つカンナの説明を興味深そうに聞き、使い慣れないカンナで木を削り箸を作る真

剣な眼差しが印象的だった。また、出来上がったペットボトル風車を扇風機にかざし、くるく

ると回った瞬間の笑顔が輝いてた。 

 

 

3 下沼公園清掃活動 

実施日時 平成 27 年 7 月 31 日（金） 9：00～11：00 

実施場所 下沼公園 

実施内容 公園清掃（除草、ゴミ拾い）、沼清掃。 

●参加者 

・本町二丁目自治会、ことぶき会、松山婦人会 （約 45 名） 

・市立松山中学校 （生徒 12 名、教員 1 名） 

・市立東中学校 （生徒 24 名、教員 3 名） 

・東京農業大学第三高等学校 （生徒 26 名、教員 1 名） 

・東松山警察署（ひまわり剣道教室） （2 名）           計 114 名 

   

効果・ 

問題点等 

平成 17 年度から毎年実施している活動であるため、参加者の協力により作業は円滑に進めら

れた。また、参加人数を調整して作業を実施したので効率的だった。清掃一カ月前より、沼の水

抜きと沼の中の除草、清掃等実施していたので当日の短時間でもきれいになった。 



 
 

 

 

5 松本町一丁目緑地ガーデニング講習会～多年草・宿根草を用いた花壇づくり～ 

実施日時 平成 27 年 9 月 30 日（水） 9：30～11：30 

実施場所 松本町一丁目緑地 

実施内容 松本町一丁目緑地にて鈴木智子氏を講師に迎え、ガーデニング講習会（講義及び植栽作業）

を行った。 

●参加者 

・花サポーター （7 名）   ・上松本町自治会 （4 名）  ・大黒部自治会 （2 名） 

・下押垂自治会 （1 名）   ・殿山町自治会 （5 名）       計 19 名  

   

効果・ 

問題点等 

当事業は、松本町一丁目緑地外柵設置等工事の工期内に各自治会及び花サポーターを対象

に植栽イベントを実施したものである。地域活動支援課は今年度より、松本町一丁目緑地の植

栽を地域の花壇の見本としていく予定であり、また花サポーターによる維持管理を定着させるき

っかけになったのではないかと思う。 

講師の先生の説明に熱心に耳を傾けて興味津々の様子だった。 

4 公園で発見！夏の昆虫探検隊 

実施日時 平成 27 年 8 月 8 日（土） 9：00～11：30 

実施場所 松風公園 

実施内容 身近な公園での昆虫採集を通じて生き物どうしのつながり、多様性を知ることを目的に実施し

た。 

●参加者：4 組 8 名   ●参加費：50 円 

   

効果・ 

問題点等 

今回は募集人数に対し、大幅に参加者が少なく達成感は少ないが、参加者の雰囲気はよく、次

回の開催に向け参加者を多くできるような取組をしていきたい。 

カブトムシは幼虫の時の栄養量により成虫になった時の大きさが決まるという話をはじめ昆虫の

生態、特徴などの説明を熱心に聞いていた。 



 
 

 

6 千年谷公園せせらぎ清掃 

実施日時 平成 27 年 10 月 24 日（土） 9：00～11：30 

実施場所 千年谷公園 

実施内容 全国都市景観 100 選の街を守る会との協働事業として、せせらぎ、池及び芝生地の清掃を実

施した。 

   

効果・ 

問題点等 

スリーデーマーチに合わせた清掃を実施することができたのでよかった。 

高木が多い環境のため、せせらぎや池内に枯れ枝が多く清掃が容易ではなかった。 

 

 

7 東松山市都市公園絵画・写真展 

実施日時 平成 27 年 12 月 9 日（水）～平成 27 年 12 月 13 日（日）  

10：00～16：00（ 終日は 14：00 まで） 

実施場所 松山市民活動センター ２階 展示ホール 

実施内容 東松山市都市公園（97 公園）に関する絵画・写真展を開催した。 

●出展者：20 名  ●出展作品：絵画／7 点 ・ 写真／36 点 

   

効果・ 

問題点等 

今回から絵画を展示したが、写真とは違ったやわらかさのある公園が表現されていたのでよか

った。 

ご来場いただいた方々には、「同じ公園でも季節が違うと見え方が違うね」、「この写真素敵だ

わ」など感動の声をたくさんいただいた。 

より多くの方に来場していただくため、ガーデニング講座等で制作した作品も同時に展示できる

よう他の事業と開催時期を調整していきたい。 

 

 



 
 

 

 

 

 

8 物見山公園バードウォッチング 

実施日時 平成 28 年 2 月 6 日（土） 9：00～11：30 

実施場所 物見山公園 

実施内容 東松山自然倶楽部の方を講師に迎え、自然の素晴らしさを感じながら、可愛らしい鳥たちを観

察した。 

●参加者：20 名   ●参加費：50 円 

   

効果・ 

問題点等 

リピーターも含めて募集人数を上回る申し込みがあったが、当日自己都合による欠席者がお

り、募集人数どおりの参加者となった。 

可愛い鳥たちを探しながら楽しく歩くことができた。 

9 下沼公園桜の植樹会 

実施日時 平成 28 年 2 月 27 日（土） 9：30～12：00 

実施場所 下沼公園 

実施内容 市民との協働事業として本町二丁目自治会・東松山夢灯路実行委員会の協力を得て、桜の苗

木（７本）を植樹した。 

●参加者：30 名 

   

効果・ 

問題点等 

桜の木が寿命を迎えるにあたり、桜の植樹を実施した。桜の成長を見守りながら身近な公園に

親しみを持ってもらえるきっかけを作れたのではないかと思う。 



 
 

３ スポーツ事業 

 スポーツの魅力を再発見し、スポーツの普及発展を促進するため下記の事業を実施した。 

 

1 グラウンド・ゴルフ大会「リバーサイドカップ」 

実施日時 平成 27 年 5 月 21 日（木）～11 月 17 日まで （午前中３時間程度） 

実施場所 都幾川リバーサイドパーク多目的広場全面 

実施内容 年間 5 回開催し、その中で良いスコアから 3 回のトータルの少ない方から表彰を行う。 

参加申し込み者 129 名  参加費 年間エントリー500 円・単回のみの方 1 回 200 円 

参加者：第 1 ラウンド 88 人・第 2 ラウンド 106 人・第 3 ラウンド 111 人 

・第 4 ラウンド 109 人・第 5 ラウンド 102 人 

     

効果・ 

問題点等 

効果：リバーサイドパーク多目的広場は土日はサッカーで毎週にぎわっているが、平日は閑散

としている。高齢者に人気のグラウンド・ゴルフ大会を開催したことにより平日のグラウンド・ゴル

フでの貸し出しが増えて稼働率も上がった。 

課題：屋外での競技であり参加者も多いため、悪天候時の延期の連絡等が困難。 

 

 

2 楽しみながら健康増進 「エンジョイ卓球教室」 

実施日時 平成 27 年 6 月 27 日（土）9：30～11：30 

実施場所 東松山市民体育館 

実施内容 ボッシュ㈱卓球部から 5 名を講師に迎え卓球教室を開催。初心者から上級者までコースを分け

て講習を行った。 参加者 45 人  参加費 200 円（小学生 100 円） 

     

効果・ 

問題点等 

効果：老若男女問わず楽しめて、始めやすいスポーツという事で好評であった。参加者から市

内で活動しているクラブへの紹介を依頼されるなど、健康長寿のためのスポーツ人口増加への

効果があったと思う。 

課題：講習時間が短い、定期的に行って欲しい等の要望が多かったので、今後の事業との兼

ね合いを図り、再度実施を検討する。 

 



 
 

3 健康体操さわやかシェイプアップ～心とからだのリフレッシュのために～ 

実施日時 平成 27 年 9 月 26 日（土）9：30～11：30 

平成 28 年 1 月 30 日（土）9：30～11：30 

実施場所 唐子地区体育館 

実施内容 大東文化大学スポーツ・健康科学学部 スポーツ科学学科 馬渡照代教授による、ストレッチを

はじめとする健康体操教室。 

●9 月参加者：30 人  参加費 200 円   

1 月参加者：26 人  参加費 200 円   

     
効果・ 

問題点等 

効果：通算 7 回目を迎え、リピーターも多く、また口コミで広がった参加者もいて、人気の事業と

して定着している。 

課題：昨年度までの過去 5 回が参加費無料だったところ有料（200 円）になった為か、 

募集要項の配布先を減らしたのが原因か参加者が減ってしまった。 

 

 

４ ガールズサッカースクール 

実施日時 平成 28 年 3 月 5 日（土）9：30～11：30 

実施場所 東松山サッカー場 

実施内容 東松山サッカー協会と共催で女子児童向けサッカー教室を開催 

講師武蔵野短期大学サッカー部コーチ 

●参加者：３０名  参加費：無料 

      

効果・ 

問題点等 

効果：日頃男子に混ざって少年団活動したり、また入れるチームが限られてしまいなかなか楽し

む機会の少ない女子児童が女の子同士ではつらつとサッカーを楽しむ姿が印象的であった。 

 

 

 

 



 
 

４ その他の付随事業 

 文化、公園、スポーツの各事業を効果的に実施し、広く市民に公社の活動を発信し、市民意識

の向上に役立てる事業として下記の付随事業を実施した。 

 
（１）公益財団法人東松山文化まちづくり公社情報誌「LINK（リンク）」の発行 

 公社の活動を掲載し、広く市民に情報発信することで、事業展開を円滑に進めるため、公社情

報誌を制作した。 

 

 

「LINK」2015 Summer 

発行日：平成 27 年 9 月 1 日発行 

発行部数：35,000 部 

 

（配布場所） 

・市内全世帯 

・市内公共施設 

・近隣市町村公共施設 

・旧東松山市民文化センターメンバーズ 等 

 

 

「LINK」2015 Winter 

発行日：平成 28 年 2 月 1 日発行 

発行部数：35,000 部 

 

（配布場所） 

・市内全世帯 

・市内公共施設 

・近隣市町村公共施設 

・旧東松山市民文化センターメンバーズ 等 

 

 
（２）他団体の文化事業に対する後援 

 地域文化の活性化、地域住民の文化享受機会拡大、市内文化団体支援のため、後援を行いチケット

の販売協力等を行った。 

 

№ 事業名 事業内容 

1 国際交流コンサート 

～レッドリヴァートリオを迎えて～ 

平成 27 年 5 月 17 日（日）15：00 開演／15：30 開場 

松山市民活動センターホール 

主催：Duna Music 

後援：東松山市教育委員会／公益財団法人東松山文化まちづく

り公社 



 
 

2 ファルカシュガーボル 

ピアノリサイタル 

平成 27 年 7 月 18 日（土）14：30 開場／15：00 開演 

東松山市民文化センターホール 

主催：Duna Music 

後援：公益財団法人東松山文化まちづくり公社 

3 東日本大震災復興支援 

佐藤丹玲 with 仲間たちによる 

チャリティコンサート Vol.4 

平成 28 年 3 月 5 日（土）14：30 開場／15：00 開演 

高坂市民活動センター視聴覚ホール 

主催：NIREI の会 

後援：公益財団法人東松山文化まちづくり公社 

 


