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平成 28 年度事業報告書 

 当財団は、平成 26 年度から東松山市体育施設及び東松山市都市公園の指定管理者として、利

用者にとっての快適性と利便性の向上を図るため、各施設の設置目的に沿ったメンテナンス・修

繕及びソフト事業の展開など効率的な管理・運営を行ってきた。 

また、各種文化事業を積極的に推進し、地域コミュニティの構築を軸とした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、市内の芸術文化の発展のための基幹事業として

各地域に定着しつつあり、これらの事業を通して、行政・市民・当財団が協働して「文化のまち

づくり」に取り組んでいる。

【事業区分】

【組織図】

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、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 

・都市公園（97 公園）施設指定管理

・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

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 5 名／臨時 11 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） 

副理事長 
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公益事業１
公共施設の貸与を通して、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・安心に利用できる施設として管理を行った。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 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、復旧作業及び電球等の交換修繕をした。

頻繁にトイレの照明が切れる施設は、電線改修及びＬＥＤ蛍光灯への交換を実施した。

2 要望 蜂の巣があるので駆除してほしい。

要因 －

対応 現地確認後、蜂の巣を駆除した。

3 要望 歩道の平板が浮き上がって躓く恐れがあるので直してほしい。

要因 木の根により平板が押し上げられてしまった。

対応 木の根を除去後、平板を取り付け直した。

4 要望 砂場に猫の糞が多く遊ぶことが出来ないので、何か対策をしてほしい。

要因 －

対応 砂の入れ替え後、防護ネットを設置した。

5 要望 子供がトイレの屋根に登ってしまって危険である。

要因 －

対応 張り紙を設置した。

※全 146 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 各公園

内容 木製ベンチ修繕

対応 板材腐食のため、板材の交換及び経年劣化による塗装剥がれのため、塗装を行った。

2 場所 上沼公園

内容 公園灯ＬＥＤ化

対応 公園灯（１３基）のＬＥＤランプへの交換を行った。
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3 場所 五領町近隣公園

内容 外周フェンス修繕

対応 フェンスの腐食、破損部分の修繕を行った。

4 場所 材木町第一公園ほか４公園

内容 遊具修繕

対応 各所挟み込み防止等の修繕を行った。

5 場所 前山公園

内容 トイレ手洗い壁漏水改修修繕

対応 給水管の劣化による漏水の為、給水管の交換を行った。

※全 266 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 大岡運動広場ソフト場の 3 塁側防球ネットをかさ上げして欲しい。 

要因  今までの防球ネットが高さ 1.2m しかなかった為、ファールボール等がすぐに越えて場外へ

でてしまっていた。

対応 単管パイプを組んで高さ 3ｍの防球ネットを設置した。 

2 要望 上唐子運動広場の簡易トイレを洋式化して欲しい。

要因 今までのトイレが和式汲み取りのだった為、少女ソフトチームの利用等で不具合が多かっ

た。

対応 洋式簡易水洗トイレを購入し、交換を実施した。

3 要望 上唐子運動広場に防球ネットを設置して欲しい。

要因 バッターボックスから、レフト・センター方面の距離が短く、打球がすぐに竹やぶや民家の庭

に入ってしまっていた。

対応 ガードフェンスを購入し 60ｍ分設置した。 

3



4 要望 駒形公園ソフトボール場のベンチに用具用の棚を設置して欲しい。

要因 ベンチにヘルメット等の用具を置く場所がなく、地面にシートを敷いて置いている状態だっ

た。

対応 用具棚を作製し、設置した。

5 要望 東松山野球場の放送室の窓に遮光フィルムを張って欲しい。

要因 放送室が南向きの為、まぶしくて状況確認がしづらいことと、機器が高温になってしまう為。

対応 遮光フィルムを購入し、貼り付け施工した。

※全 72 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 各庭球場及び体育館

内容 テニス用ネット巻き取り機が、ギヤーの摩耗等経年劣化で不具合を起こしていたものの修

繕。

対応 不具合を起こした部品を交換または本体交換を実施した。（全 25 基中 8 基） 
2 場所 各グラウンド

内容 サッカーゴールネット用ワイヤーが切れてしまっていたり、腐食していた。

対応 新しいワイヤーを購入し、交換を実施した（全 36 基中 20 基） また以前はスチール製ワイヤ

ーを使用していたが、より強度があり腐食に強いステンレス製に交換した。

3 場所 各施設

内容 トイレ及び手洗いの漏水・止水不良等の修繕。

対応 フラッシュバルブ・ボールタップ・蛇口の交換及び配管のやり直しなどを実施した。（10 件） 
4 場所 南地区体育館、東松山野球場

内容 ワイヤレスマイクの受信チューナーが経年劣化で受信不良を起こしていた。

対応 チューナー本体等の交換業務を委託した。

5 場所 唐子地区体育館、北地区体育館

内容 自動ドアが誤動作で開閉するなど不具合を起こしていた。

対応 センサーヘッド等の交換業務を委託した。

※全 240 件の修繕を行った。
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●平成28年度 東松山市体育施設利用状況

施設名

平成28年度 平成27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 5,475 62.4 61,890 6,678 77,094 
東松山庭球場中原コート 777 40.4 21,746 732 21,609 
新郷公園庭球場 514 16.6 2,746 536 3,184 
千年谷公園庭球場 2,526 54.0 15,458 1,193 7,067 
箭弓庭球場 1,481 54.1 19,445 1,242 21,202 
東松山サッカー場 83 32.4 13,835 77 13,205 
東松山陸上競技場（サッカー場） 29 

57.8 
4,835 28 4,610 

東松山陸上競技場（競技場） 1,515 36,796 1,283 32,952 
東松山野球場 152 53.0 13,630 151 17,328 
東松山中原球場 171 47.7 9,794 177 11,243 
千年谷公園野球場 138 26.5 5,853 60 3,721 
唐子中央公園多目的広場 359 59.0 20,638 331 21,588 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（多目的広場） 400 47.2 46,161 392 44,154 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 9 ― 68 59 957 
駒形公園多目的広場 242 45.8 19,387 197 17,263 
駒形公園ソフトボール場 106 17.8 8,594 126 11,750 
大岡運動広場 528 49.2 19,254 510 20,146 
正代運動広場 1,181 32.9 39,286 1,194 42,991 
上唐子運動広場 294 41.7 4,161 286 4,596 
東松山市民体育館（ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ） 2,965 58.1 49,715 2,786 56,596 
東松山市民体育館（ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ） 1,394 59.0 20,309 1,353 27,636 
東松山市民体育館（会議室） 143 18.9 14,944 165 22,066 
唐子地区体育館 1,762 63.6 40,229 1,688 40,266 
北地区体育館 3,693 66.9 51,532 3,493 55,443 
北地区体育館（トレーニングルーム） 6,691 ― 6,691 7,067 7,067 
南地区体育館 2,618 64.9 52,811 2,610 50,712 
東松山武道場（道場） 396 40.6 7,073 385 6,969 
東松山武道場（会議室） 191 20.9 4,623 177 4,635 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場） 6,727 ― 7,676 7,910 7,910 
東松山弓道場 3,482 ― 7,202 3,190 6,553 

合  計 46,042 626,382 46,076 662,513 
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●平成28年度 東松山市体育施設利用料徴収状況

施設名

平成28年度 平成 27年度 

件数

(件) 
利用料金

(円) 
件数

(件) 
利用料金

(円) 

東松山庭球場 5,316 5,439,400 6,434 6,385,440 
東松山庭球場中原コート 499 350,350 476 446,490 
新郷公園庭球場 512 228,800 537 235,840 
千年谷公園庭球場 2,508 1,237,720 1,246 633,820 
東松山サッカー場 67 395,520 61 319,300 
東松山陸上競技場(ｻｯｶｰ場) 27 312,740 24 266,500 
東松山陸上競技場(競技場) 1,538 1,126,985 1,289 951,050 
東松山野球場 112 575,055 117 718,675 
東松山中原球場 131 187,270 135 198,755 
千年谷公園野球場 114 246,170 33 78,280 
唐子中央公園多目的広場 329 324,500 291 279,500 
マレットゴルフ場(回数券) 507 1,521,000 564 1,692,000 
マレットゴルフ場(当日利用券) 1,155 354,000 1,411 448,200 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ(多目的広場) 369 578,500 374 515,000 
都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場) 0 0 48 26,750 
駒形公園多目的広場 202 205,500 169 174,500 
駒形公園ソフトボール場 73 121,000 76 120,500 
東松山市民体育館(ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ) 2,897 3,175,450 2,720 2,982,290 
東松山市民体育館(ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ) 1,359 484,440 1,302 447,315 
東松山市民体育館(会議室) 51 32,560 55 42,880 
唐子地区体育館 1,652 1,551,335 1,597 1,494,135 
北地区体育館 2,625 2,750,000 3,380 2,555,305 
南地区体育館 2,500 3,097,279 2,489 2,905,432 
東松山武道場(道 場) 205 140,585 197 140,740 
東松山武道場(会議室) 1 160 3 480 
東松山弓道場(予約分) 75 116,000 73 114,500 
東松山弓道場(回数券) 275 275,000 268 268,000 
東松山弓道場(当日利用券) 151 25,000 130 17,500 

合 計 26,250 24,852,319 25,499 24,459,177 
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２ 受託業務

公共施設の管理運営の合理化と施設利用の効率化を図るため、各施設の管理の業務を受託した。 

（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28年度 東松山市立小・中学校体育施設利用状況

施設名
平成28年度 平成27年度 

件数（件） 人数（人） 件数（件） 人数（人）

松一小夜間照明 218 11,766 228 12,335 

南 中夜間照明 202 8,305 183 5,620 

東 中夜間照明 162 10,408 220 15,508 

北 中夜間照明 48 1,657 32 747 

小・中学校体育館 4,216 127,800 4,304 126,436 

小・中学校校庭 2,414 111,415 2,395 108,168 

合 計 7,260 271,351 7,362 268,814 

●平成28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28年度 平成27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 212 645,810 233 736,965 

南 中夜間照明 193 675,165 191 689,070 

東 中夜間照明 171 674,135 221 903,010 

北 中夜間照明 54 178,190 36 121,540 

小・中学校体育館 43 64,340 45 129,600 

合 計 673 2,237,640 726 2,580,185 
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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 2016 

実施日時 平成 28 年 9 月 1 日（木）～平成 29 年 1 月 31 日（火） 

実施場所 東松山市民文化センター／東松山市総合会館 1 階多目的室／大岡市民活動センター 
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   57 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 

■入場者数

■後援

■協賛

生活文化） 

総勢     66,872 人（H27度　30,168名） 

入場者数 58,548 人  出演者 6,436 人  スタッフ 1,888 人 

 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 東松山市商店会連合会／東武鉄道㈱／埼玉新聞社／ 

東松山市ケーブルテレビ 

  東松山市文化団体協議会文化祭 2016 

■協賛企業

朝日緑化土木（株）／（有）アスクホーム／アトリエかれん／（有）飯塚工務店／（有）飯村設

備工業／イグチ交通（株）／いでうら接骨院／LD&H／大蔵屋商事（株）／（有）金子設備／

ガレージ翔平／ギャラリー＆カフェ 亜露麻／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／コカ・コーライーストジャパン（株）VM 桶川支店／国土緑工

（株）／小柳商店・居酒屋越前屋/（株）桜美/（株）島野造園／昭光物産（株）／（株）ジャパン

ステージアート企画事業部／（株）松柳園／食庵／（株）鈴木造園／（株）ダスキンくりはら／

ちゅら坂戸店／（有）戸口工業／（有）友田商店／那須工務店（株）／南部スポーツ工業

公益事業２
各種催事の企画・実施など、芸術文化・スポーツ・コミュニティの普及・発展・啓発を目的とす

る事業
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（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／東松山測量設計（株）／東松山ロータリークラブ／

（株）マルイ／（株）モリタニ／（株）堀田設備工業／松山電設（株）／（有）松山堂工芸社／

（有）間山タイヤ／やきとり桂馬／（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 （全 47 社） 

効果・

問題点等

ひがしまつやま芸術祭は平成 28 年度で第 4 回を数え、全 57 公演・行事が実施し、

観客数 58,548 人、出演者・スタッフ 8,324 人と総勢で 66,872 人の動員を記録しまし

た。音楽の分野では、市内で活動する 11 の音楽団体（合唱団、吹奏楽団、交響楽

団、箏曲、和太鼓、二胡）が一堂に会し映像とともに綴った東松山音楽祭を開催

し、美術の分野では、東松山美術展、アール・ブリュット展を開催し、市内で活動

する芸術団体並びに、障害者等の芸術活動の発表の場を提供した。

2 ひがしまつやま芸術祭 2016  東松山音楽祭 

実施日時 平成 28 年 10 月 10 日（祝・月） 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 ひがしまつやま芸術祭の一環として開催。同じ音楽という分野で活動を続けながら、なかな

か交わることのなかった団体が集まり、東松山の音楽の祭典として企画。コーラス、楽器演

奏、ブラスバンド、オーケストラと多彩な音楽を演奏した。

■入場者数：1,121 名

■参加団体：11 団体（354 名）

松山女子高等学校音楽部／東松山市民コーラス／高坂混声合唱団／東松山地区合唱連

盟／二胡ユニット「優美」／松山女子高等学校箏曲部／武蔵流東松山太鼓／松山高等学

校吹奏楽部／東松山市ウインドアンサンブル／比企交響楽団／比企ビデオクラブ

効果・

問題点等

ひがしまつやま芸術祭 2016 における音楽分野の市民参加事業として初めて開催。ひがし

まつやま芸術祭の参加団体を中心に出演を依頼、音楽のジャンルを特定せず、また舞台転

換の時間を利用し、参加団体の紹介映像を上映する演出など、来場者を飽きさせない工夫

を凝らした。多数の団体が参加するため、集客に対する心配もあったが、1,100 名を超える

お客様が来場、催し物終盤の「上を向いて歩こう」では、参加者・来場者が一体となりフィナ

ーレを迎えることができた。アンケートからも演奏内容に対する来場者の満足度の高さがうか

がえる結果となった。
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3 ひがしまつやま芸術祭 2016  アール・ブリュット展 ~What's アール・ブリュット~ 

実施日時 平成 28 年 12 月 1 日（木）～12 月 5 日（月）9:00～17:00 

実施場所 東松山市総合会館 1 階多目的室 

実施内容 当財団初のアール・ブリュット展は、東松山市地域障害者自立支援協議会「芸術・文化プロ

ジェクト」と協働で展示会を実施した。

■入場者数：340 名

■出展者数：14 名

効果・

問題点等

当財団初のアール・ブリュット展であったが、作品も「芸術・文化プロジェクト」の方々に集め

ていただき、会場の広さに負けない点数が確保できた。また、アール・ブリュットの説明パネ

ルなども設置でき、アール・ブリュットの考え方等を周知することができた。特に福祉事業所

の方々には好評で、バスで来場してくださるなど、積極的に参加していただき、中には2回、

3 回と訪れる方もいた。

4 ひがしまつやま芸術祭 2016
LOVE LETTERS in 東松山 produced by PARCO 

実施日時 平成 28 年 12 月 10 日（土）開場 14：30 開演 15：00 

実施場所 東松山市民文化センターホール

実施内容 市民参加型演劇・ミュージカル事業への足掛かりともなる、朗読劇「ラヴ・レターズ」は、出演

の別所哲也さん、高岡早紀さんによる素晴らしい演技を市民の方々に観ていただくことが出

来た。

■出演者：別所哲也 高岡早紀

■入場者数：305 名
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効果・

問題点等

公社主催事業に初めて参加される方が多数を占め、新たな観客層の開拓を行うことが出来

た。人と人のつながりに特化した芸術である演劇は、市民の新たなコミュニティ形成にもつな

がると考えられる。市内高校演劇部の生徒や芸術系大学の学生の方もご来場いただき、若

い世代の芸術文化への関心も引き出すことができた。

市民が舞台を鑑賞する機会を増やし、またその後に続く市民参加音楽劇への機運を高め、

東松山市を中心とした比企地域に舞台芸術文化を広く根付かせるため、今後も良質な作品

の提供を行っていきたい。 

5 ひがしまつやま芸術祭 2016  東松山美術展 

実施日時 平成 29 年 1 月 18 日（水）～1 月 22 日（日）9:00～17:00 

実施場所 東松山市総合会館 1 階多目的室 

実施内容 東松山市総合会館 1 階多目的室において、第 1 回目となる「東松山美術展」が開催。ひが

しまつやま芸術祭 2016 に参加の 14 の美術系団体から推薦のされた５４作品の展示を行っ

た。開催初日には、オープニングセレモニーを開催し、オープニングコンサートとして比企

交響楽団に演奏をしてもらった。また森田市長、中村教育長によるテープカットを行った。

■入場者数：785 名

■参加団体：14 団体（作品数：54 名）

効果・

問題点等

参加者、来場者ともに、このような美術展が東松山市で実施されることはとても素晴らしいと

好評だった。市内では多くの美術系団体が活動しており、各団体が一堂に集まることによ

り、、参加団体同士の交流や繋がりを作るきっかけとなった。参加者からは団体相互のコミュ

ニケーションを取ることができたという声もあり、有意義な展示会となった。初めての美術展の

開催という事もあり展示方法や集客の面での不安もあったが、期間中の来場者は 800 名近

くとなり、アンケートからも満足度の高さが伺えた。参加者、来場者の両者から継続的な開催

を望む声が多かった。
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（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 小学校芸術鑑賞  劇団四季こころの劇場「エルコスの祈り」

実施日時 平成 28 年 5 月 25 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「エルコスの祈り」を実施した。

■10：15 開演の部：815 名
東松山市（新明小・新宿小 4・5 年生）・坂戸市（4 校）・吉見町（3 校）・毛呂山町（1 校）

■13：45 開演の部：1,165 名　　　　　　　　　合計1,980名（H27度　2,280名）

東松山市（11 校）・坂戸市（2 校）・ときがわ町（3 校）・東秩父村（1 校）

効果・

問題点等

劇場をいう特別な空間で上質な文化に触れる機会を提供し、子どもたちが文化芸術に興味

を持つきっかけを作ることができた。次世代を担う子どもたちに質の高い文化芸術に触れて

もらい、心豊かに成長することを期待したい。
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2 アーティスト in School （小学校アウトリーチ） 

実施日時 【公演】 

MUSIC BOX for KIDS 上田じん・浜まゆみ・新居由佳梨 音にさわってみよう！ 

平成 29 年 1 月 29 日（日） 10：30 開場 11：00 開演 

MUSIC BOX Vol.2 上田じん・浜まゆみ・新居由佳梨 SOUND FRAGRANCE 香る音楽 

平成 29 年 1 月 29 日（日） 14：30 開場 15：00 開演 

【アクティビティ】 

①平成 28 年 11 月 16 日(水)新明小学校   11:40～12:25 

②平成 28 年 11 月 16 日(水)桜山小学校   14:35～15:20 

③平成 28 年 11 月 18 日(金)松山第二小学校  11:20～12:05 

④平成 28 年 11 月 18 日(金）青鳥小学校   ①13:55～14:40 ②14:50～15:35 

⑤平成 28 年 11 月 30 日(水)野本小学校   11:35～12:20 

⑥平成 28 年 11 月 30 日(水)新宿小学校   14:40～15:25 

⑦平成 28 年 12 月 8 日(木)松山第一小学校   ①10:40～11:30 ②11:40～12:25 

⑧平成 28 年 12 月 8 日(木)高坂小学校      13:45～14:30 

実施場所 【公演】 

東松山市民文化センターホール 

【アクティビティ】 

各小学校音楽室 

実施内容 【公演】 

昨年に続き第2回目となるクラシックコンサート「MusicBox！」を開催した。午前の部は、未就

学児、その保護者の方を対象に、午後の部は、「香る音楽」と題し、香りを表現し、トランペッ

ト、マリンバ、ピアノのコンサートを開催した。 

【出演者】 

上田じん、浜まゆみ、新居由佳梨  

【入場者数】 

MUSIC BOX for KIDS 上田じん・浜まゆみ・新居由佳梨 音にさわってみよう！ 133 名 

MUSIC BOX Vol.2 上田じん・浜まゆみ・新居由佳梨 SOUND FRAGRANCE 香る音楽 361 名 

【アクティビティ】 

今年度の小学校アウトリーチは、地域のアーテイストが音楽を届けるという、新たな試みを行

った。地域のアーティストは、研修初日にアウトリーチについての講義を受け、2日目・3日目

には、講師のアーティストとともにプログラム作成を行った。この育成事業を経て、４名の地域
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アーティストが、講師の浜氏、新居氏とともに市内小学校でアウトリーチを行った。 

新明小学校 4 年生 80 名／桜山小学校 6 年生 47 名／松山第二小学校 5 年生 60 名／ 

青鳥小学校 5 年生 76 名／野本小学校 6 年生 57 名／新宿小学校 4 年生 62 名／ 

松山第一小学校 6 年生 92 名／高坂小学校 4 年生 81 名 

【出演者】 

浜まゆみ・新居由佳梨・内柴由香・利根川佳子・小池久仁子・竹林真弓 

効果・

問題点等

今年度のアウトリーチプログラムは、事前に研修を積んだ、地元の音楽家が、次世代を担う

子供たちに、質の高い音楽を演奏することで、より一層、音楽を身近に感じてもらう事が出来

た。また、自分たちにもできるのではないかという、夢や希望を与える事が出来きた。 

また、本公演となる、クラシックコンサート企画「MUSIC BOX！」も 2 回目の開催となり、多く

の皆様に楽しんでいただくことができた。午前の部は、「音にさわってみよう」と題し、普段は

コンサートに行くことができない未就学児、その保護者の方を対象に、音楽は耳で感じるだ

けではなく、振動としても感じることが出来ることを体験してもらうことができた。午後の部は、

「香る音楽」。演奏者達が思い描く、香りを表現したレパートリーをトランペット、マリンバ、ピア

ノの演奏で感じていただいた。優雅な時間を味わえた、香りを想像しながら聞くことができ

た、などの感想をいただきました。質の高い音楽を、青少年に届ける事で、音楽の楽しさ、素

晴らしさを伝えていくこれらの事業は、引き続き継続していきたい。 
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3 アーティスト in School（中学校芸術鑑賞会） 

実施日時 【アクティビティ】 

① 平成 28 年 11 月 28 日(月)松山中学校 13：45～14：35 

② 平成 28 年 11 月 29 日(火)白山中学校 11：50～12：40 

③ 平成 28 年 11 月 29 日(火)南中学校   14：40～15：30 

④ 平成 28 年 11 月 30 日(水)北中学校   11：50～12：40 

⑤ 平成 28 年 11 月 30 日(水)東中学校   14：40～15：30 

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 マリンバ2台とパーカッション打楽器奏者とともに市内中学校5校で芸術鑑賞会を実施した。 

北中学校 450 名／南中学校 581 名／白山中学校 117 名／東中学校 560 名／ 

松山中学校 446 名 合計2,154名　（H27度　2,261名） 

効果・

問題点等

マリンバ・パーカッション・マリンバを取り囲むように生徒が並び、より近くで迫力のあるプロの

演奏を聴いてもらうことができた。教室にある机を利用した演奏では、身近なものでも、楽器

になり、誰でも演奏を楽しめるという事を披露した。楽器と楽器がお互いに語り合いながら演

奏するコールアンドレスポンスでは、演奏者と生徒、そして生徒と生徒がお互いを感じ合い

ながら音楽に触れてもらうことができた。学校の体育館という空間を使い、目の前で演奏に

触れる機会の提供はできているが、より良い環境で音楽を聴いていただけるよう、今後はホ

ール等での鑑賞会も検討していきたい。 
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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。

1 若手地域アーティスト育成事業 ～未来のアウトリーチ音楽家を育てる～

実施日時 【アウトリーチ研修】 

① 平成 28 年 10 月 27 日(木)

東松山市総合会館３階会議室 10：00～15:00 

② 平成 28 年 10 月 28 日(金)

松山市民活動センター・高坂丘陵市民活動センター  10：00～17：00

③ 平成 28 年 11 月 11 日(金)

松山市民活動センター・東松山市民文化センター  9：00～17：00

実施場所 東松山市総合会館３階会議室・ 

松山市民活動センター・高坂丘陵市民活動センター・東松山市民文化センター 

実施内容 ① 平成 28 年 10 月 27 日 10：00～15：00

・座学 アウトリーチについて（講師：小澤櫻作）

アウトリーチ活動に関して、現在の芸術文化の現状やこれからのアウトリーチの方向

性など、基本的な知識を学んだ。 

・講師・アーティスト・討議（講師：小澤櫻作/講師アーティスト：浜まゆみ・新居由佳梨）

アウトリーチ活動を行う講師のアーティストの事例説明

■参加者数：14 名

② 平成 28 年 10 月 28 日 10：00～17：00

・アウトリーチプログラム構成① （講師アーティスト：浜まゆみ・新居由佳梨）

小学校へのアウトリーチを想定し、プログラム制作の実例を学んだ。アウトリーチ活

動に習熟した講師アーティストが、子どもたちとの関わり方、興味を抱かせる演奏方 

法等を一緒に考え、1 つのプログラムに作り上げた。 

■参加者数：4 名

③ 平成 28 年 11 月 11 日 9：00～17：00

・アウトリーチプログラム構成② （講師アーティスト：浜まゆみ・新居由佳梨）

小学校へのアウトリーチを想定し、プログラム制作の実例を学んだ。アウトリーチ活

動に習熟した講師アーティストが、子どもたちとの関わり方、興味を抱かせる演奏方 

法等を一緒に考え、1 つのプログラムに作り上げた。 

２、成果発表 

   それぞれのアーティストが完成させたプログラムを、参加者同士で体験し、その感想 

や意見を出し合った。実際に体験することにより、そのプログラムの内容で子供達へ 

音楽の魅力を伝えることができるかを検証し、プログラムへフィードバックした。 

■参加者数：4 名 
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効果・

問題点等

この育成事業を経て、４名のアーティストが講師浜氏、新居氏とともに市内小学校でアウ

トリーチを実施した。各小学校では、子供たちが育成事業にかかわった地元出身のアーテ

ィストたちが、目の前で演奏するピアノやバイオリン、また声楽（ソプラノ）に、目を輝かせて

聴き入っていた。この度の事業では、地域で活動する学生、若手アーティストが、アウトリーチ

に関する知識、技術を習得することにより、小学校や中学校でアウトリーチ活動を行うプロの

音楽家、次世代のアウトリーチアーティストとして育成することで、より幅広い青少年への芸術

文化体験を提供することができると考えられる。今後もこの事業を引き続き継続していきたい。 
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（３）文化交流事業

近隣の文化団体等との交流や東松山市を取り巻く地域団体との連携のなかで、東松山市の個性的な

文化活動を推進した。

1 東松山市地域団体ネットワーク

実施日時 平成 28 年 4 月 25 日（月） 13：30～15：30 

実施場所 東松山市商工会館

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、当財団が集まり、会議を実施し

た。それぞれの団体の事業内容について情報交換を行い、今後の事業実施の課題等を情

報共有した。

■参加団体

東松山市商工会、東松山市観光協会、東松山市農業公社、東松山文化まちづくり公社

効果・ 

問題点等 

同じ東松山市内で活動をしている団体との情報共有を積極的に行い、東松山市の

まちづくりについて幅広い視点で取り組めるよう連携、協力を続けていきたい。 

2 東武東上線沿線ネットワーク

実施日時 平成 28 年 9 月 5 日（月） 14：00～17：00 

実施場所 富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ

実施内容 東武東上線沿線の文化団体との情報交換を行った。近隣文化施設との協議、交流を通じ

て、連携事業の実施等のため情報共有を行った。

■参加団体

公益財団法人和光市文化振興公社、公益法人キラリ財団、公益財団法人川越市施設管理

公社、東松山文化まちづくり公社

効果・

問題点等

近隣の文化事業、文化情報を収集し、今後の東松山市の文化活動を活性化するための足

掛かりとなるよう今後も交流を継続していく。
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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 28 年 5 月 28 日（土） 9：00～10：30  ブーケ制作 
第 2 回 平成 28 年 9 月 24 日（土） 9：00～10：30  ブーケ制作 
第 3 回 平成 28 年 10 月 23 日（日） 9：00～10：30  ハンギングバスケット制作 
第 4 回 平成 28 年 12 月 17 日（土） 9：30～11：30  クリスマスリース制作 

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実施した。

●参加者：第 1回 26 名/第 2 回17 名/第 3 回21 名/第 4回 18 名 計82名（H27度80名）

●参加費：第 1・2 回 300 円/第 3 回 2,000 円/第 4 回 1,500 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 夏休み昆虫教室～カブトムシがとれるかも！？～

実施日時 平成 28 年 7 月 26 日（火） 8：30～11：00

実施場所 岩鼻運動公園自由広場周辺

実施内容 東松山自然倶楽部の方を講師に迎え、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：20 名（H27度　8名）

●参加費：100 円

効果・

問題点等

昨年度の実績から今回は募集に力を入れ参加人数を増やすことができ充実した昆虫教室

になったと思う。また、表題のカブトムシは採取できなかったが、クワガタが捕れる子供もいて

楽しく行えたと思われる。
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3 下沼公園清掃活動

実施日時 平成 28 年 7 月 28 日（木） 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 42 名）

・市立松山中学校 （生徒 12 名、教員 1 名）

・市立東中学校 （生徒 35 名、教員 3 名）

・東京農業大学第三高等学校 （生徒 27 名、教員 1 名）

・東松山警察署（ひまわり剣道教室） （会員 10 名、職員 2 名） 計 133 名（H27度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。また作業場所を特定し実施したので効率よく作業ができた。事前に噴水設備の清掃

及び沼の中の除草、清掃等を実施したため、当日は園内の除草作業を集中的に短時間で

実施することができた。

4 工作教室～自分の箸を自分で作ろう！～

実施日時 平成 28 年 8 月 10 日（水） 午前の部 9：30～11：30 ／ 午後の部 13：30～15：30 

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及びペットボトル風車を制作した。

●参加者：午前の部 16 名 ／ 午後の部 18 名　計34名（H27度21名）

●参加費：200 円

効果・

問題点等

初めて使うカンナでの箸作りは大変ではあったが、出来上がった時の子供たちの笑顔がう

れしそうで成果の出た事業になったと思われる。前回の工作教室を踏まえ子供限定にして

いなかったが、やはり子供の参加が多く、募集時に一般の参加も呼び掛けられるような、募

集をしたい。夏休み期間中であるため、子供の参加が多いので次回は回数を増やすなどの

検討もしたい。
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5 千年谷公園せせらぎ清掃

実施日時 平成 28 年 9 月 25 日（日） 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

前回同様の作業だったが、時期が早かったせいか、折れ枝等が少なく感じ清掃が早く進め

られたように感じた。

6 健康ウォーキング教室

実施日時 平成 28 年 10 月 15 日（土） 9：00～11：00 

実施場所 五領町近隣公園

実施内容 ウォーキングインストラクターの奥野清歩氏を講師に迎え、疲れにくく、足が痛くなりにくい正

しい「歩き方」を学び、健康増進につなげていくことを目的にウォーキング教室を実施した。

また、公園内をジョギングやウォーキングする方が、自身の歩いた距離を具体的に把握する

ことにより健康づくりに役立てていただくことを目的に距離表示をペイントした。

●参加者：47 名

効果・

問題点等

初めて実施する事業だったが、近隣自治会の協力もあり多くの方々に参加して頂くことがで

きた。参加者は高齢者の方が中心なので、若い世代も巻き込む企画内容を検討をする。
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7 東松山市都市公園絵画・写真展

実施日時 平成 28 年 12 月 21 日（水）～平成 28 年 12 月 25 日（日）

10：00～16：00（最終日は 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：32 名  ●出展作品：絵画11 点 ・ 写真46 点  ●来場者数：175 名

（H27度　出展者：20名　出展作品：絵画7点・写真36点） 

効果・

問題点等

絵画や写真で見る公園は、肉眼で見るのとはまた違った美しさや和やかな雰囲気があり、

人々の憩いの場として不可欠な存在であることを再認識した。

ガーデニング講座で制作した｢クリスマスリース｣と工作教室で制作した｢ミニ門松｣も同時に展

示することができ、より多くの来場者をよぶことができた。

気軽に写真展に参加していただけるよう、スマートフォンの部などを設けるなど出展者数を

増やす検討をする。

8 工作教室～ミニ門松づくり～

実施日時 平成 28 年 12 月 23 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 維持管理により発生した廃材（竹・松・南天）を利用してミニ門松を制作した。

●参加者：26 名

●参加費：300 円

効果・

問題点等

初めて実施する事業だったが、募集初日数時間で定員に達し人気のある講座となった。｢門

松を作ったことがなかったので、体験できてよかった。｣、｢子供も大人も楽しめてとても良か

った。｣など好評をいただいた。
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9 ばんどう山緑地バードウォッチング

実施日時 平成 29 年 2 月 4 日（土） 9：00～11：30 

実施場所 ばんどう山緑地

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：15 名（H27度　実施場所：物見山公園/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参加人数も安定的であるが、新たな参加者を増やして今後も継続してい

けるよう検討をする。

10 松風緑地腐葉土配布会

実施日時 平成 29 年 2 月 18 日（土） 10：00～10：45 

実施場所 松風緑地

実施内容 丘陵ホタルを守る会によるホタル保全・復活活動に伴う清掃活動として、落ち葉ボックスに落

ち葉を収集し、できた腐葉土を地域の方々に利用していただくため、協働事業として腐葉土

の配布を実施した。

●参加者：約 50 名

効果・

問題点等

腐葉土は地元の方々に好評で、予想より早く腐葉土がなくなってしまった。カブトムシの幼

虫も子供たちに人気があり、飼い方マニュアルのチラシも同時に配布した。
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11 物見山公園つつじ植樹会

実施日時 平成 29 年 2 月 23 日（木） 9：30～11：30 

実施場所 物見山公園

実施内容 市民との協働事業として、高坂地区ハートピアまちづくり協議会及び高坂地区区長会の協力

を得て、ヤマツツジの苗木（100 本）を植樹した。 
●参加者：約 30 名

効果・

問題点等

つつじの植樹を地域の方々と行い、より物見山公園に愛着を持っていただくことで、さらに

つつじ祭りが地域に根付いた行事として展開していただけるのではないかと実感した。

12 なつめ公園なつめ植樹会

実施日時 平成 29 年 3 月 23 日（木） 10：00～11：30 

実施場所 なつめ公園

実施内容 市民との協働事業として、旗立台南自治会の協力を得て、なつめの苗木（５本）を植樹した。

●参加者：12 名

効果・

問題点等

公園内のなつめの木が寿命を迎え減少しているため、なつめの植樹を実施した。なつめの

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。
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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 28 年 5 月 17 日（火）～12 月 6 日（火)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 175 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 141 人・第 2 ラウンド 123 人・第 3 ラウンド 120 人 
・第 4 ラウンド 122 人・第 5 ラウンド 123 人　　　　計629名　（H27度　516名）

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である。

6 月においては予備日も含め雨で延期になったため、開催月の変更を検討している。 

2 気分爽快・スマッシュ 「リフレッシュ・バドミントン教室」

実施日時 平成 28 年 10 月 22 日（土）9：30～11：30 

実施場所 南地区体育館

実施内容 東松山市バドミントン連盟指導部を講師に迎えバドミントン教室を開催。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 40 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

継続して行っていきたいと、サークルへの入会希望者がでる等、スポーツの普及活動

に貢献できたと考える。

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。

25



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 28 年 10 月  8 日（土）9：30～11：30 
平成 29 年  2 月 18 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。

●10 月参加者：45 人  参加費 200 円2 月参加者：29 人  計74名（H27度　56名）

●参加費 200 円

効果・

問題点等

効果：通算 9 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。前回の問題点の対策で活動センターなどにもチラシを置いて

もらった効果があり、参加者が増えた。

課題：２月開催の日程が、市内開催の他のイベントと重なってしまい、参加者が減少してしま

った。次回は日程調整に注意が必要と思われる。

４ ガールズサッカースクール

実施日時 平成 29 年 3 月 19 日（日）9：00～11：30 

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：武蔵丘短期大学女子サッカー部

●参加者：４２名（H27度　30名）  参加費：無料

効果・

問題点等

効果：多くの指導者が男性であるところ、女子のコーチに指導をしてもらえたことで、開放的

に はつらつとプレーを楽しんでいた。以前よりも参加者が増えてきたので効果は上

がっていると考える。

問題：開催日が卒団式等にあたるなどしていたので開催時期の変更を検討する必要があ

る。
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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」2016 Ａｕｔｕｍｎ 
発行日：平成 28 年 10 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」2017 Ｓｐｒｉｎｇ 
発行日：平成 29 年 3 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

27



（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 比企交響楽団第 12 回定期演奏会 平成 28 年 7 月 17 日（日） 13：30 開場 14：00 開演 
東松山市民文化センターホール

主催：比企交響楽団

賛助出演：高坂混声合唱団・東松山市民コーラス

共催：公益財団法人東松山文化まちづくり公社

後援：東松山市・東松山市教育委員会ほか 6 団体 
2 大相撲東松山場所 平成 28 年 8 月 27 日（土）8：00～15：00 

大東文化大学 東松山キャンパス総合体育館

主催：大相撲東松山場所実行委員会

後援：公益財団法人東松山文化まちづくり公社・東松山市・

東松山市教育委員会・東松山市観光協会ほか 13 団体 
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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

１ 清涼飲料水等自動販売機設置事業

 公社が管理する東松山市都市公園施設、東松山市体育施設に清涼飲料水等の自動販売機を設置

することにより、利用者の利便性の向上及び公社自主財源の強化を図った。

設置箇所及び台数

設置台数 設置場所

都市公園施設 21 台 

五領沼公園/新宿町児童公園/山崎町児童公園/川風公園/折本山公園/

稲荷林公園/物見山公園/ばんどう山第 2 公園/唐子中央公園/五領町

近隣公園/沢口南公園/沢口北公園/岩鼻運動公園（中原コート前）/上

沼公園/小松原公園/岩鼻運動公園 （野球場前）/前通公園/上後原公

園/大門公園/中通公園 

体育施設 28 台 

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/新

郷公園庭球場/東松山庭球場/東松山陸上競技場（東側駐車場）/駒形

公園ソフトボール場/千年谷公園庭球場/正代運動広場/東松山サッカ

ー場/中原球場/東松山陸上競技場（管理棟前） 

合計 49 台 
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