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平成２１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２１年 ４月 １日 

（１）合併による変更登記申請 

（２）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 吸収合併に伴う旧文化協会職員及び臨時職員への辞令交付 

（３）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 

（４）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２１年 ５月１８日 

  平成２０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２１年１１月１３日 

東松山市体育施設指定管理業務の平成２２年度事業計画書及び収支予算書（案）提出 

 

 

平成２１年１１月１９日 

都市公園施設指定管理業務の平成２２年度事業計画書及び収支予算書（案）提出 

東松山市民文化センター指定管理業務の平成２２年度収支予算書（案）提出 

 

 

 平成２１年１２月 ４日 

  平成２１年第５回評議員会並びに平成２１年第５回理事会を開催 

会議終了後、公共ホール音楽活性化事業「ピアノトリオ・ミュゼコンサート及びアーティ

ストとの交流会」に参加。 

 

 

会議開催状況 

 

〇 理事会 

 

平成２１年 ４月２７日 平成２１年第３回理事会  理事８名出席 

 ・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 

 ・財団法人東松山市施設管理公社職員被服貸与規程等の制定について         承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社ホームページへの広告掲載に関する基準等の制定に 

ついて                                    承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社組織及び事務処理規則等の改正について       承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社運営等に関する内規の改正について         承認 

 

平成２１年 ５月２８日 平成２１年第４回理事会  理事７名、監事１名出席 

・東松山市民文化センター入場券販売受託に関する要綱の制定について        承認 

・平成２０年度財団法人東松山市施設管理公社事業報告の承認について        承認 

・平成２０年度財団法人東松山市施設管理公社決算の承認について          承認 

  ・平成２０年度財団法人東松山文化協会事業報告の承認について            承認 

 ・平成２０年度財団法人東松山文化協会決算の承認について              承認 

 

平成２１年１２月 ４日 平成２１年第５回理事会  理事６名出席 

 ・財団法人東松山市施設管理公社就業規則の一部改正について            承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社役員報酬等に関する規程の一部改正について     承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社嘱託職員の報酬及び費用弁償等支給規程の一部改正 

について                                   承認 
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 ・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 ２月 ４日 平成２２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評議員の選任について               承認 

 

平成２２年 ３月１１日 平成２２年第２回理事会  理事９名出席 

 ・財団法人東松山市施設管理公社組織及び事務処理規則の一部改正について      承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社会計規程の一部改正について            承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社職員勤務成績評定に関する規程の一部改正について  承認 

 ・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 

 ・財団法人東松山市施設管理公社運営等に関する内規の一部改正について       承認 

 ・平成２２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２２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 

 

 

〇 評議員会 

 

平成２１年 ４月２３日 平成２１年第３回評議員会  評議員７名、理事１名出席 

・財団法人東松山市施設管理公社監事の選任について                承認 

・財団法人東松山市施設管理公社職員被服貸与規程等の制定について         承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社ホームページへの広告掲載に関する基準等の制定に 

ついて                                    承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社組織及び事務処理規則等の改正について       承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社運営等に関する内規の改正について         承認 

 

平成２1年 ５月２５日 平成２１年第４回評議員会  評議員１０名、理事１名出席 

・東松山市民文化センター入場券販売受託に関する要綱の制定について        承認 

 ・平成２０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２０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２０年度財団法人東松山文化協会事業報告について              承認 

 ・平成２０年度財団法人東松山文化協会決算について                承認 

 

平成２1年１２月 ４日 平成２１年第５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職員就業規則の一部改正について          承認 

・財団法人東松山市施設管理公社役員報酬等に関する規程の一部改正について     承認 

・財団法人東松山市施設管理公社嘱託職員の報酬及び費用弁償等支給規程の一部改正 

について                                                                   承認 

・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 
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平成２２年 ３月 ９日 平成２２年第１回評議員会  評議員８名、理事１名出席 

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

・財団法人東松山市施設管理公社組織及び事務処理規則の一部改正について      承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社会計規程の一部改正について            承認 

 ・財団法人東松山市施設管理公社職員勤務成績評定に関する規程の一部改正について  承認 

 ・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 

 ・財団法人東松山市施設管理公社運営等に関する内規の一部改正について       承認 

 ・平成２２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２２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 

 

 

 

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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８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   544,950 円 

      （東松山市立東中学校夜間照明修繕業務ほか） 
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指定管理事業 

 

平成２１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 １８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 ５１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  ２５件   91,409,279 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  ２９件    1,101,786 円 

       （唐子中央公園多目的広場駐車場内トイレ修繕業務ほか） 

   

 

東松山ぼたん園入園料徴収業務の実施 

   平成２１年４月２1 日から５月５日（１５日間） 

     入園者数                   24,969 人 

     徴収料金                  8,649,200 円 

無料入園券入園料（東松山市観光協会発行分）  12,500円 

    

 

  バードウォッチング教室の開催 

   平成２２年２月１３日（土） 物見山公園 

参加人数  ２４人（市内在住、在学、在勤の方） 

 

 

○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）   都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ、唐子中央公園、駒形公園 
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④ソフトボール場（２施設）  都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ、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） 都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ(マレットゴルフ場) 

 

 

施設管理状況 

委託業務  ５９件   84,037,957 円 

       （体育施設芝生管理業務ほか） 

   修繕業務  ２３件      925,348 円 

       （駒形公園ソフトボール場散水栓修繕業務ほか） 

 

 

体育施設徴収状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９頁 

 

 

  浦和レッズハートフルクラブサッカー教室の開催 

   平成２１年１０月３日（土） 東松山陸上競技場 

参加人数  ７５人（市内サッカースポーツ少年団３年生、４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  ２５件   33,742,922 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  １３件      626,270 円 

       （東松山市民文化センター屋外水銀灯投光器ランプ取替修繕業務ほか） 

 

 

東松山市民文化センター徴収状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０頁 
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文 化 事 業 

 

○文化事業の実施 

 

・自主文化事業     ５件   11,007,000 円 

     （ひがしまつやま寄席「よったり落語会」ほか） 

      

・共催事業       ６件    1,255,350 円 

     （ＴＨＥよしもとライブＳＨＯＷほか） 

      

・学校共催事業     １件    2,537,500 円 

     （教育文化支援事業 京劇～ハオ～） 

 

・入場券受託販売    ６件      56,180 円 

     （金子平クラリネットリサイタルほか） 

 

   ・その他事業 

広告掲載等     ５件     370,000 円 

物品販売手数料  １３件     297,577 円 

 

 

 

 


