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【事業区分】 

 

 
 

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、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。 

 

●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 

№ 要望・苦情 要望・苦情の要因 対応 

1 東松山陸上競技場ジョギングコ

ースの点字ブロックが剥がれて

いるので直してほしい。 

経年劣化による剥がれ、浮き。 ブロックの下を整地し、コンクリ

ートを流し入れ固める補修作業

を行った。 

2 公園の落葉が家の敷地に入っ

てきて困るので何とかしてほし

い。 

 

住宅に面している公園であり、

高木であるため落葉が住宅に

入り込んでしまう。 

清掃及びできる限りの剪定を行

った。 

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 

・文化事業 

（参加創造型事業・普及啓発育成 

型事業・文化交流事業） 

・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 
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3 トイレが詰まっていて流れな

い。 

木の根が配管に入り込んでい

たため、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰが引っか

かり流れなくなってしまった。 

現地確認後、復旧作業。 

4 公園灯、トイレの照明が点いて

いない。 

 

・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。 

現地確認後、復旧作業。 

※全 206 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 

№ 場所 内容 対応 

1 沢口北公園 一回転式滑り台側板腐食、階

段部手すり挟み込み対策。 

溶接・金属パテ・補修塗装、フ

ラットバー溶接を行った。 

2 五領町北児童公園 複合遊具バブルパネル破損、

スライダースタート部挟み込み

対策。 

バブルパネル、スライダースタ

ート部塞ぎパネル取付を行っ

た。 

3 上後原公園 時計故障。 太陽電池時計制御部の交換等

を行った。 

4 山崎町児童公園 トイレ屋根トップライト破損。 既存のガラスからポリカーボネ

ートへ交換した。 

5 下沼公園 公園灯（９基）ＬＥＤ化。 ＬＥＤランプへの交換を行った。

※全 225 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。 

 

●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 

№ 要望・苦情 要望・苦情の要因 対応 

1 正代運動広場の東の林に折れ

枝がたくさんあり危険。 

２月の大雪でクスノキが多数折

れてしまった。 

リフト式トラックと脚立、２連梯子

を持ち込み撤去した。 

2 東松山市民体育館及び唐子地

区体育館の駐車場がラインが見

えず止めづらい。 

経年劣化で消えてしまった。 アスファルト専用塗料ハードライ

ンでラインを引き直した。 
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3 大岡運動広場のフェンス外の樹

木が伸びてフェンスを押してい

たり越境していたりでファールフ

ライに影響する。 

樹木の剪定管理が遅れていて

伸びすぎてしまった。 

ただちに剪定業務を実施。 

また定期的に確認するように計

画した。 

 

4 市民体育館の駐車場に大きなく

ぼみがあって危険。水たまりもひ

どい。 

過去にもアスファルト補充を行っ

たが下がってしまう。路盤事態に

問題がある。 

掘起し路盤の作り直しから行い

舗装し直した。 

5 新郷公園庭球場のコート面のひ

び割れがひどくつまづいてしま

う。 

 

経年劣化等によるヒビから浸水

し凍結を繰り返して広がってしま

った。 

 

ハイモル及びレベラ―でヒビを

埋め、再塗装した。 

 

 

※全 133 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 

№ 場所 内容 対応 

1 北地区体育館 地下ピット内排水槽から放出す

るポンプが劣化、満水警報がと

まらない。 

ポンプ交換を実施。 

2 東松山市民体育館 アリーナ外周の天井に割れやひ

びが多く落下の危険があった。 

天井のボード張替え工事を実

施。 

3 唐子地区体育館 アリーナの上部の日よけ電動カ

ーテンが半開きのまま不動とな

っていた。 

カーテンレール内ワイヤーとガイ

ドローラーの交換を行った。 

 

4 東松山市民体育館 男子シャワー室の給湯器より使

用時に大きな異音が出ている。 

危険なので給湯器の交換を実

施した。 

5 東松山庭球場 人工芝が剥がれたり擦り減って

いたりで危険であった。 

専門業者による調査を行い必要

な部分の張替工事をおこなっ

た。 

   

※全 209 件の修繕を行った。 
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●平成 26 年度 東松山市体育施設利用状況  

施    設    名 

平成 26 年度 平成 25 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 6,581 63.0 82,366 5,900 74,276

東松山庭球場中原コート 747 42.7 24,508 694 20,319

新郷公園庭球場 487 16.3 2,697 457 2,983

千年谷公園庭球場 1,490 34.0 8,570 1,532 8,769

箭弓庭球場 1,134 49.7 21,362 ‐ ‐

東松山サッカー場 30 31.7 5,760 70 11,940

東松山陸上競技場（サッカー場） 49 合算

64.5

7,670 16 2,980

東松山陸上競技場（競技場） 1,048 30,538 567 20,232

東松山野球場 180 52.8 15,761 84 7,794

東松山中原球場 87 39.5 5,970 155 11,496

千年谷公園野球場 144 30.0 6,958 113 6,673

唐子中央公園多目的広場 342 53.8 20,197 281 17,673

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（多目的広場） 314 43.1 34,385 335 37,906

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 71 14.8 1,213 100 7,547

駒形公園多目的広場 218 42.0 17,535 204 17,462

駒形公園ソフトボール場 111 18.7 11,054 132 8,884

大岡運動広場 487 44.0 18,294 496 19,458

正代運動広場 1,184 34.0 40,867 1,102 41,514

上唐子運動広場 281 39.6 5,005 280 4,717

東松山市民体育館（ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ） 2,562 53.3 50,028 2,577 47,528

東松山市民体育館（ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ） 1,322 55.1 21,693 1,259 25,125

東松山市民体育館（会議室） 148 20.7 15,930 73 3,219

唐子地区体育館 1,617 58.2 39,339 1,535 38,768

北地区体育館 3,396 59.9 49,376 3,522 47,940

北地区体育館（トレーニングルーム） 6,744 ‐ 6,744 6,344 6,344

南地区体育館 2,328 59.3 50,246 2,300 45,481

東松山武道場（道場） 405 41.0 7,593 415 9,022

東松山武道場（会議室） 201 21.7 5,251 200 6,372

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場） 6,702 ‐ 7,281 8,631 8,631

東松山弓道場 2,820 ‐ 6,068 2,146 4,471

合       計 43,243 620,377 41,520 565,524

※利用促進の向上にあたっては、各施設のきめ細かい管理を随時行うことで利用者の利便性を高めた。これによ

り、利用が平均的に増加し、利用人数は約 9.6％、利用料収入は予算目標額に対し約 4.9%向上した。 
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●平成 26 年度 東松山市体育施設利用料徴収状況  

施  設  名 

平成 26 年度 平成 25 年度 

件数（件） 
利用料金

（円） 
件数（件） 

利用料金

（円） 

東松山庭球場 6,477 7,118,980 5,734 6,126,620

東松山庭球場中原コート 474 400,510 423 311,300

新郷公園庭球場 478 216,920 455 212,410

千年谷公園庭球場 1,504 782,320 1,539 793,100

東松山サッカー場 24 117,420 41 185,400

東松山陸上競技場(ｻｯｶｰ場) 35 356,620 10 105,000

東松山陸上競技場(競技場) 1,027 767,425 564 466,180

東松山野球場 141 739,210 65 329,725

東松山中原球場 55 72,395 112 206,570

千年谷公園野球場 109 261,105 73 163,770

唐子中央公園多目的広場 327 315,000 246 238,500

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ(多目的広場) 308 468,500 316 457,000

都幾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ(ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場) 73 42,500 90 60,500

駒形公園多目的広場 195 217,500 195 194,000

駒形公園ソフトボール場 79 177,000 99 162,250

マレットゴルフ場(回数券) 464 1,392,000 587 1,761,000

マレットゴルフ場(当日利用券) 1,424 438,300 2,015 627,300

東松山市民体育館(ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ) 2,500 2,820,757 2,472 2,622,296

東松山市民体育館(ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ) 1,258 426,910 1,199 446,930

東松山市民体育館(会議室) 44 32,720 55 29,120

唐子地区体育館 1,560 1,456,520 1,449 1,321,220

北地区体育館 3,281 2,380,663 3,437 2,463,241

南地区体育館 2,243 3,010,025 2,194 2,775,297

東松山武道場(道 場) 216 164,550 214 149,400

東松山武道場(会議室) 8 3,920 3 640

東松山弓道場(予約分) 70 105,500 49 74,000

東松山弓道場(回数券) 250 250,000 204 204,000

東松山弓道場(当日利用券) 49 6,700 42 5,200

合   計 24,673 24,541,940 23,882 22,491,969
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２ 受託業務 

公共施設の効率的な運用を図るため、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 26 年度 東松山市立小・中学校体育施設利用状況 

施   設   名 
平成 26 年度 平成 25 年度 

件数（件） 人数（人） 件数（件） 人数（人） 

松一小夜間照明 223 12,674 207 13,740

南 中夜間照明 157 4,325 154 4,060

東 中夜間照明 232 16,268 134 11,290

北 中夜間照明 70 1,254 37 870

小・中学校体育館 4,243 121,530 4,381 129,221

小・中学校校庭 2,328 113,348 2,442 118,326

合    計 7,253 269,399 7,355 277,507

 

 

●平成 26 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 26 年度 平成 25 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 223 697,825 214 606,155

南 中夜間照明 167 662,805 163 657,140

東 中夜間照明 237 979,530 140 653,535

北 中夜間照明 71 224,540 39 151,410

小・中学校体育館 27 77,760 75 165,250

合    計 726 2,646,580 631 2,233,490
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１ 文化事業 

 各種文化催事を企画・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、活動の場や協働する場を求めている。文化、芸術

の発表の機会を提供することにより市民活動が活性化し、個人、団体ともに芸術文化を広げる機会となる

よう市民参加事業の実施を推進した。 

 

1 事業名 ひがしまつやま芸術祭 2014 

 

実施日時 平成 26 年 9 月 1 日（月） ～平成 26 年 12 月 28 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／旧文書庫前／市立図書館 

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／ぼたん通り 

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  32 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 43,202 名 

（入場者数 40,950 名 出演者 1,676 名 スタッフ 576 名） 

■協賛 東松山市文化団体協議会文化祭 2014 

■協賛企業 東松山工業団地工業会／根岸時計店

／盛島スタジオ／東松山測量設計株式会社／いでう 

ら接骨院／盛島歯科医院／まつやま書房／磯料理

助六／トヨタカローラ新埼玉／ワークマン東松山／ 

有限会社文林堂／中川医院／東松山松葉町郵便局

／焼き立てパンポプラ／わいん商かしまや／公益社

団法人東松山市シルバー人材センター／東松山 

ハリカ／NHK 朝ドラ化を進める会／食庵／新井 

クリニック（協賛金総額 145,000 円） 

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 
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効果・ 

問題点等 

この事業により、東松山市の芸術文化行事を集約し、各公演行事に多くの動員が見られ

た。また、それぞれの公演、行事が相互に協力し合うことで新たな芸術文化に発展するこ

とを期待したい。市民に支えられた芸術祭を目指し、協賛企業、団体を募った結果多くの

協賛をいただいた。 

 

2 事業名 ひがしまつやま第九演奏会 

 

実施日時 平成 26 年 12 月 21 日（日） 開場 13：30 開演 14:00 

実施場所 東松山市民文化センターホール 

実施内容 

東松山市で開催される初めての第九演奏会。東松山市制施行 60 周年を記念して実施し

た。270 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満席となり、大

歓声に包まれた。 

■入場者数   1,062 名 

■コーラス参加者  200 名  

■管弦楽団 70 名（比企交響楽団） 

■運営委員会 9 名 

  

効果・ 

問題点等 

この事業は東松山市初めての第九演奏会として実施されたが、多くの人達の協力を得て

実施された。東松山市の潜在的な文化力の高さが証明された事業となった。今後、この大

きな事業をより効率的に実施していくことが求められる。なお、後日参加者同士が合唱団

を結成するなど、市民独自の動きもみられ、今後このような事業の必要性を再認識した。 

 

 

（２）普及啓発育成型事業 

 後世に語り継がれるべき地域の伝統芸能や、次代を担う青少年の育成により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、芸術文化への理解を深めていくための取り組みを推進した。 

 

 ①地域文化育成 

 東松山市の芸術文化を文化団体と協働により普及・啓発・育成を行い、継承されるべき文化・芸術の育

成を推進した。 
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1 事業名 
東松山市市制施行 60 周年記念式典 

比企交響楽団によるアトラクション及び市歌レコーディング 

 

実施日時 
平成 26 年 11 月 9 日（日） アトラクション本番 10:00～10：30 

平成 26 年 11 月 8 日（土） ゲネプロ・市歌レコーディング 13:00～18:00 

実施場所 東松山市民文化センターホール 

実施内容 

東松山市市制施行 60 周年記念式典でのアトラクション演奏、及びオーケストラ編成での

市歌レコーディングを行った。 

   

効果・ 

問題点等 

この事業は、東松山市より東松山市市制施行 60 周年記念式典でのアトラクション実施に

あたり、地元交響楽団の演奏を実施したいとの東松山市の意向から比企交響楽団のサポ

ートを行い、広く市民に地元交響楽団の存在をアピールすることができた。また、市歌をレ

コーディングし、今後この音源は各種式典等で利用されることになり、公社としても市歌の

普及を継続して行っていく。 

 

2 事業名 
東松山市市制施行 60 周年記念事業 

シンポジウム「三角縁神獣鏡と３～４世紀の東松山」 

 

実施日時 平成 27 年 1 月 17 日（土） 9:30 開場／10:00 開演／16:30 終演 

実施場所 松山市民活動センターホール 

実施内容 

公社がもつ公演実施の

ノウハウを活かし、シンポ

ジウム「三角縁神獣鏡と

３～４世紀の東松山」の

公演補助業務を実施し

た。 
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効果・ 

問題点等 

シンポジウム「三角縁神獣鏡と３～４世紀の東松山」では公演本番における運営実施の協

力を行った。公社としてもこのようなシンポジウムが市民にどの程度受け入れられるのか興

味深いところであったが、多くの参加者により会場はほぼ満席となった。 

今後、公社としても東松山市の資源や歴史文化財といったものの継承に事業展開するこ

とも必要と考えられる。 

 

 

 

 ② 青少年育成 

 青少年（学生）は東松山市を支える次世代の担い手である。音楽やダンスを届けること（アウトリーチ）に

より、質の高い文化芸術に触れてもらうことで、芸術文化の魅力を伝えた。 

※アウトリーチ：手を差し伸べるの意味でホールに足を運べない方々を対象に出向いてコンサート等を実施すること 

 

1 事業名 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『ふたりのロッテ』 

 

実施日時 平成 26 年 5 月 28 日（火） ①10：30 開演 ②14：00 開演 

実施場所 東松山市民文化センターホール 

実施内容 

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『ふたりのロッテ』を実施した。 

●10：30 開演の部：坂戸市（4 校）・鶴ヶ島市（2 校） 512 名 

●14：00 開演の部：東松山市（10 校）・坂戸市（2 校）・鳩山町（3 校）・東秩父村（1 校）1,100 名 

   

   

効果・ 

問題点等 

この事業により、市内及び近隣市町村の小学生に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。舞台設営などは各市町村教育委員会からの人員により実施した。 
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2 事業名 Buzz Five コンサート 

 

実施日時 

平成 26 年 10 月 23 日（木）：新明小学校（4 年生・98 名） 

                   子育て支援センターソーレ（市内施設通所者・31 名） 

平成 26 年 10 月 24 日（金）：高坂小学校（4 年生・89 名） 

                   桜山小学校（6 年生・34 名） 

平成 26 年 10 月 25 日（土）：コンサート 

実施場所 松山市民活動センターホール・市内小学校・子育て支援センターソーレ 

実施内容 

地域の小学校に演奏者が出向き（アウトリーチ）、質の高いクラシックの演奏を体験させる

ことで、芸術文化の魅力を伝える。アーティストは金管五重奏 Buzz Five。 

●10 月 25 日（土）Buzz Five コンサート入場者数：207 名 

  

  

効果・ 

問題点等 

6 年目となる今年は小学生、市内障害者施設通所の親子を対象にアウトリーチコンサート

を実施した。小学校でのアウトリーチは新明小 4 年生、高坂小 4 年生、桜山小 6 年生及び

市内施設通所者親子 31 名を対象に行い、どの会場でも子どもたちは興味津々で聴き入

っていた。また、一般向けコンサートでも多くの市民の来場を頂き、中には小学校で子ども

が聴いてきて、子どもに誘われて本公演に聴きに来たら素晴らしかったというアンケート結

果もあった。 

 

3 事業名 中学校芸術観賞会 ブラック・ボトム・ブラス・バンド LIVE 

 

実施日時 平成 26 年 11 月 27 日（木）11：50～12：40／14：40～15：30 

実施場所 
東松山市立東中学校 体育館 

東松山市立北中学校 体育館 
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実施内容 

中学校全校生徒を対象とした芸術観賞会を行った。中学校への芸術観賞会は公社として

初の試みであったが、アーティストの生の演奏に 初堅かった中学生の態度もだんだん

にほぐれ楽しんでいた様子であった。 

■生徒数 東中学校 618 名 北中学校 470 名 

  

効果・ 

問題点等 

中学生がプロの演奏等にふれ、その考え方や楽しみ方などを個々に感じ取ってもらえる

機会として提供した。特に多感な年ごろの中学生には回数を重ねて音楽の楽しさ、素晴ら

しさを体験してもらいたい。 

実施上の障害として体育館というアーティストにとって難しい会場ということを念頭に業務

を進めていきたい。 

 

4 事業名 
公共ホール現代ダンス活性化支援事業 

セレノグラフィカダンス公演 さあ出かけよう！ダンスという秘境へ 

 

実施日時 平成 27 年 2 月 16 日（月）～平成 27 年 2 月 22 日（日） 

実施場所 
東松山市民文化センターホール 

市立まつやま保育園／市立いちのかわ保育園／市立たかさか保育園 

実施内容 

財団法人地域創造からの 3 年間の助成事業として、3 年目となる今年は、現代ダンスの事

業として初めて保育園に伺った。保育園での実施にあたり、保育士を対象としたワークショ

ップを事前に行い、理解を求めた。その甲斐もあり、各保育園に伺った際はスムーズに事

業が展開できた。また、一般市民向けのワークショップは連日のワークにも関わらず楽しん

で参加して頂き、本番ではその成果を発揮することができ、アーティストの公演とともに好

評であった。 

■セレノグラフィカダンス公演 さあ出かけよう！ダ

ンスという秘境へ 入場者数 117 名 

■一般市民向けワークショップ 11 名 

■関係者ワークショップ（市内保育士）24 名 

■アウトリーチ まつやま保育園 24 名／いちのか

わ保育園 33 名／たかさか保育園 26 名 
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効果・ 

問題点等 

この事業により、現代ダンスというジャンルを東松山市民に提供することができた。また現

代ダンスという難解なジャンルにも潜在的なファン層がいたことに東松山市の芸術文化へ

の関心の深さがうかがえる。 

 

 

（３）文化交流事業 

今文化芸術は様々な場所で様々な取り組みが行われている。近隣の財団や文化団体等との交流のなか

で、東松山市の個性的な文化活動を推進した。 

 

1 事業名 シンポジウム 地域の公立劇場ができること ～新しい可能性を考える～ 

 

実施日時 平成 26 年 9 月 5 日（金） 13：00 開場 13：30 開演 

実施場所 富士見市民文化会館 キラリ☆ふじみ マルチホール 

実施内容 

東武東上線沿線の文化団体は平成 24 年から情報交換や相互扶助のあり方を考えるミー

ティングを行っている。連携作業の 初の形としてシンポジウムを開催。地域の公立劇場

の新しい可能性について考える場とした。 

●シンポジウム・パネリスト 

平田オリザ （劇作家・演出家）／松井憲太郎 （富士見市民文化会館キラリふじみ館長） 

ヲザキ浩実 （あうるすぽっとチーフプロデューサー）／曽根博士 （和光市文化振興公社事業係

長）／針ヶ谷利治 （三芳町文化会館コピスみよし館長）／宇津木二郎 （川越市市民会館館長）／

菊地俊孝 （東松山文化まちづくり公社総務・文化事業グループリーダー） 

●シンポジウム参加人数：87 名 

  

効果・ 

問題点等 

平田オリザ氏の基調講演とともに東武東上線沿線の各文化団体の取り組みを各地域の地

域性とともに事例を発表した。それぞれの置かれる立場や関連性を見出す上での良い機

会となり、関連する行政職員や市民文化団体を交えて行えたことは、とても意義のあるシ

ンポジウムになった。 
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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 事業名 りんごの木を植えよう！ 

 

実施日時 平成 26 年 6 月 7 日（土） 9：00～11：00 

実施場所 りんご緑地 

実施内容 

市民との協働事業として白山・松風台自治会の協力を得て、りんごの木（8 本）を植樹し

た。 

●参加者：15 名 

     

効果・ 

問題点等 

身近な公園に実のなる木の植樹をすることで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。 

 

2 事業名 松本町一丁目緑地花植え＆ガーデニング講座 

 

実施日時 平成 26 年 6 月 22 日（日） 9：00～12：00 

実施場所 
松本町一丁目緑地 ： 花植え 

松山市民活動センター ： ガーデニング講座 

実施内容 

松本町一丁目緑地花壇花植え及びアトリエかれん鈴木智子氏を講師に迎え、寄せ植え

を学んだ。 

●参加者：11 名 

   

効果・ 

問題点等 

初めて寄せ植えをする方が多かったが、楽しみながらお花を植えていたように思う。作業

後はみんな笑顔で達成感が溢れていた。 

松本町一丁目緑地に関心を持ってもらえるきっかけとして、予定していた花壇への花植え

が雨天のためできなかったのは残念だった。 
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3 事業名 ネイチャーウォッチング～なるほど！お散歩観察～ 

 

実施日時 平成 26 年 7 月 5 日（土） 9：00～11：30 

実施場所 松風公園 

実施内容 

東松山自然倶楽部の方を講師に迎え、木や草花、鳥や昆虫などの不思議を身近な公園

を散歩しながら観察した。 

●参加者：7 名 

  

効果・ 

問題点等 

木や草花、昆虫など自然界の不思議を知り、参加者が関心を示していた。身近な公園で

いろいろな発見があると、他の公園にも興味を持つきっかけになると感じた。 

 

4 事業名 下沼公園及び松本町一丁目緑地清掃活動 

 

実施日時 平成 26 年 8 月 1 日（金） 9：00～11：00 

実施場所 下沼公園、松本町一丁目緑地 

実施内容 

下沼の水質環境改善を目的に実施してきた沼の水抜きを伴う公園清掃（除草、ゴミ拾

い）、沼中清掃（噴水照明灯清掃、藻除去、沼内湧水箇所ヘドロ清掃）を自治会及び市内

中学校・高校等ボランティアの方の協力を得て実施した。 

●参加者 

本町二丁目自治会、ことぶき会 （20名）／松山婦人会 （14名）／市立松山中学校 （生

徒 35 名、教員 2 名）／市立東中学校 （生徒 36 名、教員 3 名）／東京農業大学第三高

等学校 （生徒 36 名、教員 1 名）／・東松山警察署（ひまわり剣道教室） （20 名）     

計 167 名 

効果・ 

問題点等 

今年度より公社主催事業として実施したが、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。 
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5 事業名 千年谷公園せせらぎ清掃 

 

実施日時 平成 26 年 9 月 13 日（土） 9：00～11：00 

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、せせらぎ及び芝生地の清掃を実

施した。●参加者：11 名 

   

効果・ 

問題点等 

毎年 7 月に実施しているが、今年は気温が高くない 9 月に実施できたので作業がしやす

かった。翌日に｢交通安全ふれあいコンサート｣が予定されていたので、清掃を実施する時

期としてはよかった。 

 

6 事業名 松本町一丁目緑地ガーデニング講座 

 

実施日時 平成 26 年 11 月 9 日（日） 9：00～10：30 

実施場所 松本町一丁目緑地  

実施内容 

アトリエかれん鈴木智子氏を講師に迎え、花壇の花を摘んでブーケを制作した。 

●参加者：9 名 

      

効果・ 

問題点等 

自分でお花を選んでブーケを作っている様子は、試行錯誤しながらも楽しんでいて笑顔

が溢れていた。また、花壇にあるお花を摘んで家の中に飾り、二度楽しむことができるとい

う発見もしていただけたと思う。 

 

7 事業名 東松山市都市公園写真展 

 

実施日時 
平成 26 年 11 月 12 日（水）～平成 26 年 11 月 16 日（日）  

10：00～16：00（ 終日は 15：00 まで） 

実施場所 東松山市立図書館 3 階 展示室 
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実施内容 

東松山市都市公園（９７公園）に関する写真展を開催した。 

●出展者 15 名 ●出展作品 37 点 

     

効果・ 

問題点等 

普段何気なく歩いている公園も四季折々の顔があり、改めて東松山市の公園の魅力を再

発見することがでた。ご来場いただいた方々には、「東松山市もいい公園があるんだね」、

「季節が違うと見え方も変わってくるね」など感動の声をたくさんいただいた。 

 

8 事業名 バードウォッチングを始めよう！！ 

 

実施日時 平成 27 年 2 月 7 日（土） 9：00～11：30 

実施場所 岩鼻運動公園 

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 

    

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。天候に恵まれたなかで鳥たち

の声を聴きながら歩き、自然の素晴らしさを感じることができた。 

 

9 事業名 あんずの木を植えよう！ 

 

実施日時 平成 27 年 3 月 14 日（土） 10：00～11：30 

実施場所 あんず公園 

実施内容 

市民との協働事業として白山・松風台自治会の協力を得て、あんずの木（11 本）を植樹し

た。＊あんずの苗木は、長野県千曲市より東松山市へ寄贈された。●参加者：30 名 

     

効果・ 

問題点等 

身近な公園に実のなる木の植樹をすることで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 

 各種教室を開催し、「スポーツの楽しさ」を再発見することにより、スポーツの普及発展を促進

した。 

 

１ 事業名 健康体操・さわやかシェイプアップ～こころとからだのリフレッシュのために～ 

 

実施日時 
及び場所 

平成 26 年 10 月 18 日 9：30～11：30  北地区体育館 
平成 27 年 02 月 21 日 9：30～11：30  南地区体育館 

実施内容 

ストレッチ体操・リズム運動・呼吸法及び健康に関する教室を開催した。 

●参加者 北地区体育館 43 名／南地区体育館 34 名 

効果・ 
問題点等 

先生の話術・指導力が好評で今回も大変喜ばれた。報告書用にレッスン写真を取っ

ているが今回若い女性参加者より「写真を取られて嫌だった」とアンケートに記入あ

り。次回は配慮して行う予定。 

 

２ 事業名 【東松山サッカー協会主催】 ガールズサッカースクール（共催） 

 

実施日時 平成 27 年 3 月 15 日 9：30～11：30 

実施場所 東松山サッカー場 

実施内容 

ナショナルトレセンコーチ及び東松山トレセンコーチによる女子学生向けサッカー教室

●参加者 38 名 

 

効果・ 
問題点等 

女性サッカー人口の増加へ貢献できていると思う。専門の指導者の少ないなか貴重な

体験ができたと喜ばれた。 
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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」 Vol.1 2014 Summer 

発行日：平成 26 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・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」 Vol.2 2014 Winter 

発行日：平成 26 年 12 月 1 日発行 

発行部数：35,000 部 

 

（配布場所） 

・市内全世帯 

・市内・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

ケットの販売等協力を行った。 

№ 事業名 事業内容 備考 

1 
明治大学マンドリン倶楽部 

第 9 回演奏会 

平成 26 年 11 月 29 日（土） 

15:30 開場／16:00 開演 

主催：明治大学校友会東松山地域支部 

後援：（公財）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 
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