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平成２２年度事業報告 

 

 

事 業 区 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小・中学校体育施設管理業務 ・都市公園施設管理業務 

                       ・東松山市体育施設管理業務 

                       ・東松山市民文化センター管理業務 

 

 

一 般 事 業 

 

平成２２年 ４月 １日 

（１）事務局職員辞令 

① 公社職員及び臨時職員への辞令交付 

（２）業務契約の締結 

① 業務受託契約の締結    

東松山市立小・中学校体育施設管理業務委託契約 

② 業務委託契約の締結 

野本運動場公衆トイレ清掃管理業務ほか １件 

（３）指定管理年度協定書の締結 

   ① 都市公園施設の管理に関する年度協定書 

   ② 東松山市体育施設の管理に関する年度協定書 

   ③ 東松山市民文化センターの管理に関する年度協定書 

 

 

平成２２年 ５月１９日 

  平成２１年度決算監査実施 

 

 

公社事業 

受託事業 文化事業 指定管理事業 一般事業 
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平成２３年 ３月３０日 

都市公園施設指定管理業務の平成２３年度事業計画書及び収支予算書提出 

東松山市体育施設指定管理業務の平成２３年度事業計画書及び収支予算書提出 

東松山市民文化センター指定管理業務の平成２３年度事業計画書及び収支予算書提出 

 

 

 

○会議開催状況 

 

【 理事会 】 

 

平成２２年 ４月 ５日 平成２２年第３回理事会  理事９名出席 

・財団法人東松山市施設管理公社理事長の互選について               承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社副理事長の互選について              承認 

・財団法人東松山市施設管理公社評議員の選任について               承認 

 

平成２２年 ５月２７日 平成２２年第４回理事会  理事７名、監事１名出席 

・専決処分について（平成２１年度財団法人東松山市施設管理公社収支補正予算一般 

事業の部（補正第１号））                            承認 

・平成２１年度財団法人東松山市施設管理公社事業報告について           承認 

・平成２１年度財団法人東松山市施設管理公社決算について             承認 

 

平成２２年１１月２９日 平成２２年第５回理事会  書面表決（持ち回り） 

 ・財団法人東松山市施設管理公社職員給与規程の一部改正について          承認 

  

平成２２年１２月１６日 平成２２年第６回理事会  理事８名出席 

・専決処分について（平成２２年度財団法人東松山市施設管理公社収支補正予算一般 

事業の部（補正第１号））                            承認 

 ・専決処分について（平成２２年度財団法人東松山市施設管理公社収支補正予算一般 

事業の部（補正第２号））                            承認 

 ・公益財団法人移行認定申請について                       承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社定年退職者の再雇用及び就業等の特例に関する規程 

制定について                                 承認 

 

平成２３年 ３月１０日 平成２３年第１回理事会  理事９名出席 

・財団法人東松山市施設管理公社基本財産の増額について              承認 

 ・平成２３年度財団法人東松山市施設管理公社事業計画について           承認 

 ・平成２３年度財団法人東松山市施設管理公社収支予算について           承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社最初の評議員の選任方法について          承認 
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【評議員会】 

 

平成２２年 ５月２５日 平成２２年第２回評議員会  評議員８名出席 

・専決処分について（平成２１年度財団法人東松山市施設管理公社収支補正予算一般 

 事業の部（補正第１号））                            承認 

・平成２１年度財団法人東松山市施設管理公社事業報告について            承認 

・平成２１年度財団法人東松山市施設管理公社決算について              承認 

  

平成２２年１２月１４日 平成２２年第３回評議員会  評議員７名出席 

・専決処分について（平成２２年度財団法人東松山市施設管理公社収支補正予算一般 

 事業の部（補正第１号））                            承認 

・専決処分について（平成２２年度財団法人東松山市施設管理公社収支補正予算一般 

事業の部（補正第２号））                            承認 

  ・公益財団法人移行認定申請について                        承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社定年退職者の再雇用及び就業等の特例に関する規程 

制定について                                  承認 

 

平成２３年 ３月 ８日 平成２３年第１回評議員会  評議員９名、理事１名出席 

 ・財団法人東松山市施設管理公社基本財産の増額について              承認 

・平成２３年度財団法人東松山市施設管理公社事業計画について           承認 

 ・平成２３年度財団法人東松山市施設管理公社収支予算について           承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社最初の評議員の選任方法について          承認 

 

 

○交付金事業 

 

平成２２年 ７月１０日  松風公園・千年谷公園 

ツリーウォッチング教室 

参加人数   １９人（市内在住、在学、在勤の方） 

 

平成２２年 ９月 ５日 東松山市民文化センター 

スタインウェイを弾こう！東松山市民文化センターピアノリレーコンサート 

参加組数   ７４組 

来場者数  ６２５人 

 

 平成２２年１１月１８日～２０日  東松山市民文化センター 

野本小学校、新宿小学校、子育て支援センター「ソーレ」 

公共ホール音楽活性化支援事業「カルテット・スピリタスコンサート」    
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平成２２年１２月 ４日  東松山市民文化センター 

音楽の街ひがしまつやまアフタヌーン・コンサート 

参加人数   ４１５人 

 

 平成２２年１２月 ５日  東松山市民文化センター 

第１回埼玉県民俗芸能公開事業 

来場者数   ８１８人 

 

 平成２２年１２月１８日  東松山市民文化センター 

「食育、熱中症」の講演 

参加人数    ６４人(市内野球スポーツ尐年団、陸上スポーツ尐年団の保護者・指導者) 

 

 平成２３年２月２６日   東松山市民文化センター 

比企交響楽団 第８回定期演奏会 

来場者数   ８３９人 

 

 

受 託 事 業 

 

〇施設管理運営に関する受託業務 

 

 受託契約  １件  

東松山市立小・中学校体育施設管理業務委託契約  

受託料   3,568,000円                                     

 

小・中学校体育施設 

①小・中学校運動場 

②小・中学校体育館 

③夜間照明（４施設）   松一小、南中、東中、北中  

 

 

小・中学校体育施設徴収状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９頁 

 

 

施設管理状況 

委託業務  ２件   294,000 円 

      （野本運動場公衆トイレ清掃管理業務ほか） 

  修繕業務  ２件   616,350 円 

      （東松山市立南中学校電撃殺虫器修繕業務ほか） 
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指定管理事業 

 

平成２２年 ４月 １日 

業務委託契約の締結 

（１）都市公園施設管理業務   

公園等維持管理業務（その１千年谷公園ほか）ほか １７件 

（２）東松山市体育施設管理業務 

体育施設芝生管理業務ほか ５９件 

（３）東松山市民文化センター管理業務 

東松山市民文化センター施設管理等委託業務ほか １９件 

 

 

○都市公園施設管理業務 

都市公園   ７９箇所 

 

  施設管理状況 

委託業務  ２８件   87,594,922 円 

       （公園等維持管理業務（その１千年谷公園ほか）ほか） 

   修繕業務  ２４件      850,909 円 

       （千年谷公園公園灯安全器修繕業務ほか） 

   

 

東松山ぼたん園入園料徴収業務の実施 

   平成２２年４月２９日から５月９日（１１日間） 

     入園者数                   25,951 人 

     徴収料金                  8,958,800 円 

無料入園券入園料（東松山市観光協会発行分）  16,500円 

    

  東松山ぼたん園ぼたん写真展の開催 

   平成２２年６月４日から６月１３日 東松山市民文化センター 

出展者数  １６人 

出展数   ４１点 

 

  バードウォッチング教室の開催 

   平成２３年２月１９日 市民の森 

参加人数  １１人（市内在住、在学、在勤の方） 
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○東松山市体育施設管理業務 

①庭球場（５施設）      東松山庭球場、東松山庭球場中原コート、新郷公園庭球場、 

千年谷公園庭球場、箭弓庭球場 

②運動広場（３施設）     大岡運動広場、正代運動広場、上唐子運動広場 

③多目的広場（３施設）    都幾川リバーサイドパーク、唐子中央公園、駒形公園 

④ソフトボール場（２施設）  都幾川リバーサイドパーク、駒形公園 

⑤陸上競技場（１施設）    東松山陸上競技場 

⑥サッカー場（１施設）    東松山サッカー場 

⑦野球場（３施設）         東松山野球場、東松山中原球場、千年谷公園野球場 

⑧体育館（４施設）      東松山市民体育館、唐子地区体育館、北地区体育館、 

南地区体育館 

⑨武道場（１施設）      東松山武道場 

⑩弓道場（１施設)      東松山弓道場 

⑪マレットゴルフ場（１施設） 都幾川リバーサイドパーク(マレットゴルフ場) 

 

 

施設管理状況 

委託業務  ６６件   75,234,051 円 

       （体育施設芝生管理業務ほか） 

   修繕業務  ５７件     3,611,477 円 

       （北地区体育館冷温水配管漏水修繕業務ほか） 

 

 

体育施設徴収状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０頁 

 

 

  バスケットボール教室の開催 

   平成２２年７月１７日 南地区体育館 

参加人数  ８５人（市内ミニバスケットボール尐年団５年生、６年生） 

 

 

○東松山市民文化センター管理業務 

  施設管理状況 

委託業務  ２７件   34,015,485 円 

       （東松山市民文化センター施設管理等委託業務ほか） 

   修繕業務  １７件    2,070,740 円 

       （東松山市民文化センター外灯回路絶縁不良調査修繕業務ほか） 

 

東松山市民文化センター徴収状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１頁 
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文 化 事 業 

 

文化事業の実施 

 

○自主文化事業    事業費支出  ５件   19,093,539 円（交付金事業を含む） 

  ・平成２２年 ６月 ５日  

ひがしまつやま寄席「六代目三遊亭圓楽襲名披露公演」（入場者数 ９９１人） 

  ・平成２２年 ６月１９日  

<こどもちゃれんじ>コンサート 

    しまじろう みんなでたんけん！みなみのしま（入場者数 ２，１００人〔２回公演〕） 

  ・平成２２年 ７月１０日  

わらび座ミュージカル「アトム」（入場者数 ５５２人） 

  ・平成２２年１０月１６日  

ひがしまつやま寄席「プリンスたちの落語会」（入場者数 ３５４人） 

  ・平成２２年１２月２５日  

劇団四季ミュージカル「コーラスライン」（入場者数 １，１０７人） 

  

 

○共催事業      事業費支出  ５件    677,763 円（交付金事業を含む） 

  ・平成２２年 ７月１１日  

綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ（入場者数 １，２００人） 

  ・平成２２年 ７月２５日  

レニングラード国立舞台サーカス（入場者数 ９１８人〔２回公演〕） 

  ・平成２２年１０月２４日  

情熱のフラメンコ！アリシア＆ネストルフラメンコ舞踊団（入場者数 ３４０人） 

  ・平成２３年 ２月１１日  

桂歌丸独演会（入場者数 ６３０人） 

  ・平成２３年 ２月２０日  

いまいゆうぞう・はいだしょうこファンタジーコンサート 

（入場者数 １，９０１人〔２回公演〕） 

 

 

○学校共催事業    事業費支出  １件    2,793,102 円 

  ・平成２２年１２月１７日  

県立松山女子高等学校芸術鑑賞会（入場者数 ９４８人） 

   （ＮＨＫ交響楽団トップメンバーによるブラスアンサンブル＋ピアノコンサート） 

  ・平成２２年１２月１７日  

県立松山高等学校芸術鑑賞会（入場者数 １，０８８人） 

   （アンサンブル「東風（こち）」コンサート） 
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○チケット販売受託手数料   ７件      13,975 円 

 

 

 ○その他事業 

広告掲載等     ３件     220,000 円 

物品販売手数料  １３件     223,225 円 


