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平成２３年度事業計画書 

 

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

財 団 法 人 東 松 山 市 施 設 管 理 公 社 

 

【事業方針】 

 

財団法人東松山市施設管理公社は、平成２３年度の公益財団法人への移行を目指し、より

質の高い芸術文化・スポーツの振興、地域コミュニティの形成を図るため、各種事業を見直

すことでより能動的で効率的な管理運営や事業の実施に努めて参ります。 

そして近年、少子・高齢化社会や環境問題、防犯対策等への重点的取組みが求められる中、

当公社としても、各施設をより安全・快適に利用していただくために、従来の管理運営方法

を一段と充実強化しなければなりません。このためには、施設の管理運営に関する技術の向

上と整備を図り、より良い施設管理に努めて参ります。 

また、各種施設を利用しての芸術文化・スポーツの振興事業については、各種催事を企画

し、東松山市や関係団体との連携を強化し、事業展開をして参ります。 

さらに、各施設では様々な芸術文化に接する機会や地域住民の交流の場を提供し、まちづ

くり、地域活性化の核として地域の発展や豊かな暮らしづくりに貢献して参ります。 

これらの事業の推進にあたっては、常に費用対効果を意識した事業展開を行うとともに、

組織構成員である職員の能力アップ、資質の向上が重要であることから、各種研修会への積

極的な参加による意識改革を進め、利用者の立場に立った施設管理・事業推進を行い、快適

性、利便性を高め、豊かな市民生活の形成と地域社会の発展及び郷土意識で結ばれたまちづ

くりに寄与します。 

 

【事業区分】 

 

 

施設管理公社 

公益事業 

公共施設の管理 

に関する事業 

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 

・自主文化事業 

・共催文化事業 

・文化教育支援事業 

・チケット販売受託事業 

・メンバーズ事業 

指定管理事業 

・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 

 

受託事業 

・小・中学校体育施設管理 

 

自主事業 
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【事業計画】 

 

Ⅰ 公共施設の管理に関する事業 

 

１ 指定管理事業 

市内都市公園施設、体育施設及び東松山市民文化センター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いたします。

また、施設を文化芸術活動や地域活動を行う団体等に貸与することにより、芸術文化及び地

域コミュニティ活動の振興を図って参ります。 

 

（１）都市公園施設の管理 

毎年東松山ぼたん園で実施される市主催の「東松山ぼたんまつり」事業を協賛事業として

実施すると共に、市内に７９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、より良

い施設管理をいたします。 

都市公園等施設 
 

箇所 

 

面積(㎡) 

 

 

運動公園 1 172,000 岩鼻運動公園 

地区公園 2 33,103 駒形公園、唐子中央公園 

近隣公園 5 102,115 
新郷公園、五領町近隣公園、五領沼公園、 

松風公園、千年谷公園 

総合公園 1 74,000 物見山公園 

街区公園 47 93,505 前山公園ほか４６ヶ所 

緑地 23 597,461 東松山ぼたん園、市民の森、下沼公園ほか２０ヶ所 

計 79 1,072,184 
 

 

 

（２）東松山市体育施設の管理 

市内各所に設置された体育施設を、安全・快適に利用できるように管理し、利用の促進を

図ります。また、より良い施設管理をすると共に、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いたします。安全な環境で、より多くの市民の方に利

用していただけるように努めて参ります。 

体育施設 
 

箇所 

 

面積(㎡) 
 

庭球場 5 15,940 

東松山庭球場(8面)、東松山庭球場中原コート(4面)、 

新郷公園庭球場(2面)、千年谷公園庭球場(3面)、 

箭弓庭球場(4面) 

野球場 2 23,090 東松山野球場、千年谷公園野球場 

ソフトボール場 3 74,467 
東松山中原球場、都幾川リバーサイドパーク(5面)、 

駒形公園 
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運動広場 3 82,397 上唐子運動広場、大岡運動広場、正代運動広場 

多目的広場 3 67,423 
都幾川リバーサイドパーク、唐子中央公園、 

駒形公園 

サッカー場 1 11,780 東松山サッカー場 

陸上競技場 1 22,700 東松山陸上競技場 

武道場 1 243 東松山武道場 

弓道場 1 745 東松山弓道場 

体育館 4 7,656 
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 

その他 1 18,744 都幾川リバーサイドパークマレットゴルフ場 

計 25 325,185 
 

 

 

（３）東松山市民文化センターの管理 

地域の文化活動をはじめ地域活性化のため、地域の発展や豊かな暮らしづくりに貢献する

地域文化の拠点施設として施設管理いたします。また、地域文化の振興と活性化、地域住民

の文化を享受する機会の拡大を図るため、市民ニーズを積極的に収集し、効率的に施設の貸

与を実施いたします。 

東松山市民文化センター 
 

箇所 

 

面積(㎡) 
 

東松山市民文化センター 1 14,319.06 
ホール、会議室、スタジオ、リハーサ

ル室、和室、茶室、多目的室等 

 

 

２ 受託事業 

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事業

を行います。 

 

（１）東松山市立小・中学校体育施設管理業務 

小・中学校体育施設（体育館、校庭及び夜間照明）をより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います。 

小・中学校体育施設 
 

箇所 

 

面積(㎡) 
 

小・中学校夜間照明 4 31,284 松一小・東中・南中・北中 
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Ⅱ 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 

 

 各種文化催事や講演会等を企画・実施し、市民や地域団体と新しいネットワークを構築す

ることで、住民サービスの向上と地域文化の振興、活性化を推進いたします。また、市民や

地域団体と協働するなど市民が主体となる公益的な事業を積極的に実施いたします。 

 

（１）自主文化事業 

 芸術文化の振興、スポーツ・コミュニティの推進、自然環境保全啓発を図るため次の事業

を行います。 

№ 予定日 内     容 備考 

1 5月 21日（土） 
ひがしまつやま寄席 

出演：林家木久扇・三遊亭小遊三・春風亭柳橋・マギー司朗 ほか 
※参考資料 P.2 

2 6月中旬予定 東松山ぼたん園ぼたん写真展 
 

3 7月 2日（土） 
おかあさんといっしょ モノランモノランがやってきた！ 

出演：ライゴー・スイリン・プゥート・歌のお兄さん・歌のお姉さん 
※参考資料 P.3 

4 
9月 10日（土） 

 ～11日（日） 

東松山市敬老会アトラクション 

※内容未定  

5 10月 9日（日） 第 2回スタインウェイを弾こう！ピアノリレーコンサート ※参考資料 P.4 

6 
11月 17日（木） 

   ～19日（土） 

公共ホール音楽活性化支援事業 大熊理津子コンサート 

出演：大熊理津子・藤岡弘子 
※参考資料 P.5 

7 1月 14日（土） 
劇団四季ファミリーミュージカル ｢雪ん子｣ 

出演：劇団四季 
※参考資料 P.6 

8 2月 5日（日） 
美輪明宏音楽会＜愛＞ 

出演：美輪明宏 
※参考資料 P.7 

9 3月 10日（土） 
倉木麻衣 ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０１２ 

出演：倉木麻衣 
※参考資料 P.8 

10 実施時期未定 自然観察会 
 

11 実施時期未定 スポーツ講演会 
 

 

（２）共催文化事業 

 地域団体、民間企業等と新たなネットワークを構築し、効率化を図るため、地域団体およ

び民間企業等と協働で事業を実施いたします。 
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№ 予定日時 内     容 備考 

1 6月 26日（日） 
映画「オーシャンズ」 

共催：映画センター全国連絡会議 
※参考資料 P.9 

2 7月中旬予定 体育講演会 
 

3 10月 16日（日） 
ロシア国立サンクトペテルブルク・アカデミー・バレエ「白鳥の湖」  

共催：㈱アルス東京 出演：サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ 
※参考資料 P.10 

4 11月 7日（月） 
早乙女太一 特別公演（仮題） 

共催：㈱アイエス 出演：早乙女太一・劇団朱雀 
※参考資料 P.11 

5 11月 20日（日） 
ひがしまつやま寄席 林家たい平・柳家喬太郎二人会 

共催：エイフル企画 出演：林家たい平・柳家喬太郎  
※参考資料 P.12 

6 2月 25日（土） 
比企交響楽団 第 9回定期演奏会 

共催：比企交響楽団 出演：比企交響楽団 
※参考資料 P.13 

 

（３）文化教育支援事業 

 小学校、高等学校への芸術鑑賞機会の提供を通して、青少年の健全な育成と学生への文化

醸成を推進するため次の事業を実施いたします。 

№ 予定日時 内     容 備考 

1 
7月 7日（木） 

 ～8日（金） 

劇団四季こころの劇場 

共催：劇団四季・（財）舞台芸術センター・各市町村教育委員会 
※参考資料 P.14 

2 10月 26日（水） 
埼玉県立坂戸高校芸術鑑賞会 

共催：埼玉県立坂戸高校 
※参考資料 P.15 

3 12月中旬予定 
埼玉県立松山高校・埼玉県立松山女子高校芸術鑑賞会 

共催：埼玉県立松山高校・埼玉県立松山女子高校 
※参考資料 P.15 

 

（４）チケット受託販売事業 

 地域文化の活性化、市民の文化享受機会の拡大のため、近隣の公共施設で実施される公演

チケットの受託販売を行います。 

 

（５）東松山市民文化センターメンバーズ（友の会）事業 

 芸術文化活動への参加の機会を提供し、芸術文化の向上に寄与するため、市民文化センタ

ーメンバーズ（会員）を募集・登録し、より質の高いサービスを提供いたします。 

 東松山市民文化センターメンバーズ概要                 ※参考資料 P.16 

○年会費      2,000 円 （入会時より 1年間） 

  ○主なサービス   チケット優先予約・チケット割引料金設定 

チケット送料無料・文化公演情報の送付 等 

 


