
目標値 実績 (前年度) 達成率

（１） 35.6% 17.2% （34.3%） 48.3%

（２） 928,000人 (934,116人) 54.2%

台数 人数 台数 人数 台数 人数 台数 人数

東ゲート 9,510 177,838 11,391 170,675 12,199 169,622 5,111 51,548

西ゲート 80,232 686,248 81,324 702,288 92,079 733,158 58,955 422,327

南ゲート 1,981 27,966 2,298 30,327 2,643 31,336 2,050 29,040

合計 91,723 892,052 95,013 903,290 106,921 934,116 66,116 502,915

１ 事業の概要

 第４期指定管理の２年目にあたり、引き続き健全な法人運営を維持しつつ、スローガンである”WELCOMＥスマイル”の
基で、爽やかにお客様をお迎えする姿勢とすべての利用者の声に耳を傾け、誠実丁寧で迅速な応対を原点としながら、
安心・安全を常に念頭に置いた施設運営に努めた。
 また、県において策定された「希望が丘文化公園基本計画」に基づいて、恵まれた自然環境の中、様々な主体と連携
しながら、基本理念である「人と人」「人と自然」の関わりを深め、心の豊かさを育む公園を目指すとともに、スポーツ会館
や球技場のリフレッシュ工事が実施され、来るべき国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会開催に向けて、公園が
果たすべき役割を遂行し、県との連携を深めながら、財団挙げてその推進に努めた。
 一方、新型コロナウイルス感染拡大により、４月１１日からは臨時休園、同月１６日には全国に緊急事態宣言が発令さ
れたことから公園は閑散となり、６月から開園することとなったものの、青年の城、野外活動施設およびスポーツ施設の
利用予約は大半がキャンセル、夏季のハイシーズンから秋の快適シーズンまでその影響は続き、来園者数、施設利用
者数の激減と併せて、利用料金収入の大きな減収を招いた。
 なお、コロナ禍にあっても、安心安全にご利用いただけるよう万全の感染予防対策を講じながら、青年の城では密にな
らないように施設利用の定員を半減にする、体験プログラムを分散して実施できるようにする、また、キャンプ場では家族
や小グループで利用できる持込テントのスペースを整備するなど、新しい生活様式に対応した施設利用の方法を提案し
て利用促進に努めた。
 さらに、通常業務が軽減したなかにあっては、屋外における体験活動プログラムの安全点検を徹底して維持管理に万
全を尽くすとともに、老朽化が進む施設の傷みについて、懸案となっていた園内各施設・設備の修繕を推進させた。
 事業開催に当たっては、コロナ禍の影響により８月までの主催事業は中止し、９月からは徹底した感染予防対策が図
れることを前提に、事業規模や参加者定員の縮小、日帰り日程に変更したりするなど工夫して開催した。
 そうしたことから、青年の城では１０月・１１月に県内小学校の日帰り利用で賑わいが見られたり、キャンプ場では下半
期に開催した４回のデイキャンプの申込みが多くあり、自粛疲れの県民の期待に応えることができた。スポーツ施設は大
規模なスポーツイベント（全中駅伝、カローラフェスタ、ちびっ子マラソンなど）の利用がすべて中止となったが、草野球場
やテニスコートなどの利用件数は前年度を上回り、小グループでの利用が活発になった。
 これまで経験したことのない非常に厳しい一年であったが、一日も早く穏やかな日常が取り戻せること、一日も早い収
束を願いつつ、次年度には、開園５０周年という半世紀の節目を迎えるため、その記念事業を計画すべく検討チームを立
ち上げてその準備に取りかかった。

２ 経営目標の実績

支出に占める収入割合

 新型コロナウイルス感染症の影響により、４月および５月に臨時休園としたほか、開園後も青年の城をは
じめとした施設利用のキャンセルが相次いだため、施設利用料金収入は目標の42.4％に止まった。また、研
修食堂収入や事業収入も大きく落ち込んだため、当初の目標値を大きく下回った。

来園者数 502,915人

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月および５月の臨時休園により、例年は年間一の賑わいであ
るゴールデンウイークがなかったものとなり、この２ヶ月で約１９万人の減少となった。また、各施設で利用の
キャンセルが相次いだほか、大型イベントなど事業の中止や規模縮小の影響により、全体では目標を大きく
下回った。一方、フィールドアスレチック、グラウンド・ゴルフは、屋外での個人プログラムであることから、複
数の月において前年度を上回るなど、予想外の賑わいが見られそれぞれ目標値を達成することができた。

来園者数
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度
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（３） 244,000人 （224,096人） 34.0%

県内（人） 16,218 32.6% 15,362 35.4% 3,409 62.6%

県外（人） 33,489 67.4% 28,009 64.6% 2,034 37.4%

 計 49,707 43,371 5,443

目標値/収入額(円) 60,000 34,522,460 46,500 30,534,330 53,000 2,107,385

県内（人） 7,278 36.7% 6,683 35.5% 2,222 58.6%

県外（人） 12,540 63.3% 12,148 64.5% 1,570 41.4%

 計 19,818 18,831 3,792

目標値/収入額(円) 40,000 8,786,985 24,450 8,385,025 27,000 1,637,405

県内（人） 169,436 88.8% 148,337 91.6% 70,700 96.0%

県外（人） 21,447 11.2% 13,557 8.4% 2,975 4.0%

 計 190,883 161,894 73,675

目標値/収入額(円) 150,000 18,834,090 145,000 18,483,060 164,000 11,968,140

260,408 62,143,535 224,096 57,402,415 82,910 15,712,930

12,478 129.5% 8,519 68.3% 6,893 80.9%

25,921 139.8% 19,516 75.3% 16,871 86.4%

49,017 97.5% 44,343 90.5% 26,947 60.8%

15,126 85.1% 19,930 131.8% 890 4.5%

31,878 101.6% 34,250 107.4% 17,642 51.5%

（４） 110,000人 (92,203人) 16.9%

事業参加者数 前年度対比 84,106 108.0% 92,203 109.6% 18,616 20.2%

（５） 90%以上 （98.5%） 109.1%

区分 平成30年度 令和元年度 令和２年度

平成30年度 令和元年度 令和２年度主なスポーツ施設利用者数/前年度対比

野球場

草野球場

陸上競技場

球技場

テニスコート

令和２年度

青年の城

 野外活動
センター

 スポーツ
施設

事業参加者数 18,616人

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、８月までの事業は中止した。９月以降は万全の感染予防対策
を講じたうえで、事業内容を見直しながら開催したが、「希望が丘新緑祭」や「希望が丘秋まつり」などフリー
マーケットと同時開催してきた大型イベントが開催できなかったことから、目標数値を大きく下回った。

満足度向上 98.2%

 施設利用対応や事業運営にあたっては、利用者・参加者の視点や立場を第一に考え行動したことから、
施設利用者および事業参加者のアンケート結果に基づく満足度は、目標を達成することができた。２年度は
コロナ禍で利用団体数や事業開催数がかなり減少したため、アンケート回収数は激減している。

施設利用者数 82,910人

 目標値対比は、青年の城 １０．３％、宿泊利用で県外中学生、小学生および県内スポーツ少年団等の減
少幅が大きかった。野外活動施設 １４．０％、県外日帰り利用の中学校、高等学校が減少した。スポーツ施
設 ４４．９％で、陸上競技場、テニスコートなどで中学校、高等学校の減少、卓球場にも影響が出た。球技
場および体育室は改修工事のため使用できなかった。総利用者数は目標値対比で３４．０％、前年度対比は
３７．０％、約141,000人の減少となった。
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各施設で利用のキャンセルが相次ぎ目標を大きく下回った。

利用者数内訳 平成30年度 令和元年度

施設合計
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（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

次世代を担う子どもたちに、たくましく生きる力を養うために必要な知識や実践体験を積み重ねる学生のキャ
ンプリーダーの募集・研修事業、豊富な知識・経験・技能を持った公園サポーターの活躍の場の提供など人
材育成を行った。

マイクロバス２台による園内送迎の体制を整え、園内３施設の併用利用をＰＲするとともに、利用者の利便性
の向上と荷物移動のサービスなどに取り組んだ。

新型コロナウイルス感染防止対策として、受付窓口等にアクリル板や手指消毒液を、青年の城にはサーキュ
レーターや空気清浄機、非接触型体温計等を導入した。また、入所時の検温や健康観察を徹底し、新しい生
活様式に対応しながら、利用者に安心・安全が伝えられる施設提供に努めた。

三井アウトレットパーク滋賀竜王での竜王町主催イベント（竜王グランまるしぇ ９月、１１月）に参加し、公園
の施設や体験プログラムの魅力を紹介し、ＰＲと誘客に努めた。

県内の大学生に公園の業務や事業を通して就業・職場体験をしてもらい、彼らの将来の社会生活に活かせ
る必要な知識、技術、技能を身につける良い機会となるよう「インターンシップ」を継続して行った。また、竜王
中学校の職業学習会での講師派遣や、滋賀県総合教育センターの幼稚園・認定こども園等新規採用職員研
修での自然体験活動の講義と実習を行った。

青少年宿泊研修施設（青年の城）では異年齢の子どもたちが活動を共にして、お互いの理解を深め、心豊か
な人間性を育てる事業として、「冬の里山楽校」「冬の林間スクール」の宿泊事業を日帰りで実施し、野外活
動施設（野外活動センター）では、家族や小グループを対象にデイキャンプ事業の「秋のプチキャンプ」他３事
業が大変好評を得て開催できた。

３ 管理運営面の主な取組

公園施設や設備は築後４９年を経て老朽化が顕著で、危険箇所や損傷が多発しているため、利用者の安全
確保・事故防止に最大限の配慮を行った。また、子ども広場の安全点検の強化をはじめ、見直しや活性化策
の検討を行いつつ修繕を実施した。

子どもから高齢者の方まで、四季を通して公園に訪れていただくきっかけとなる「祭事業」を開催し、広く県民
に交流・交歓の促進と憩いの場を提供した。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人気の高いフリー
マーケットの同時開催をすべて中止したうえで、規模を縮小、時間を短縮して開催し、来園者に希望が丘の
広大な自然を楽しんでいただいた。

四季折々に変化に富んだ広大で豊かな自然環境を、憩い、癒やしの空間として、保持・保全に努めた。ス
ポーツ施設周辺の低木植込み内の美観維持、キャンプ場テントサイト周辺やキャンプ道等の間伐整備や伐
採等を行い、景観に配慮しながら魅力的な森づくり、公園づくりに取り組んだ。

西入口進入路側溝の転落防止柵改修、青年の城周辺の外灯のLED照明交換や人気の高い子ども広場のト
ランポリンのネット補修など、常に安全・安心を念頭に置き施設・設備の維持、修繕に取り組んだ。

県民ニーズが高い駐車料金の割引について、５千円(13枚綴)、２千円(5枚綴)、１万円(30枚綴)の回数券を販
売した。また、クレジットカードによる支払いに対応し、利便性向上に努めた。

４ 事業推進面の主な取組

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、８月まではすべての事業を中止した。９月以降は、屋外での事業
であること、不特定多数の人が集まらないこと、参加者が自ら安心してプログラムを選択できることなど事業
内容の見直しを進め、参加者定員の減少、宿泊を日帰りにする、家族単位の活動を主とするなど規模縮小、
時間短縮して開催した。

「希望が丘ハイキング」「希望が丘グラウンド・ゴルフ大会」やビワイチ推進室と連携した「ビワイチプラス応援
イベント」などを開催し、あらゆる年代の方々が気軽にスポーツに親しみ、楽しみながら健康づくりに役立つ
取り組みやスポーツを通して仲間との交流を深める場を提供した。
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件 数 利用者数

件 人 円 円 円

58 2,980

(92) (5,404)

49 2,052

(67) (3,777)

9 928

(25) (1,627)

40 2,463

(327) (37,967)

19 1,357

(146) (11,585)

21 1,106

(181) (26,382)

98 5,443

(419) (43,371)

74 1,861
(221) (11,743)

53 1,164
(120) (3,912)

21 697
(101) (7,831)

101 1,931
(218) (7,088)

58 1,058
(83) (2,771)

43 873
(135) (4,317)

175 3,792
(439) (18,831)

53 1,184
(74) (3,017)

50 1,134
(68) (2,293)

3 50
(6) (724)

102 6,893
(131) (8,519)

94 6,377
(118) (7,348)

8 516
(13) (1,171)
132 16,871

(121) (19,516)
119 16,095

(104) (17,826)
13 776

(17) (1,690)
609 26,947

(698) (44,343)
575 26,519

(639) (40,873)
34 428

(59) (3,470)
9 890

(78) (19,930)
8 852

(73) (19,022)
1 38

(5) (908)
8 1,008

(265) (20,020)
7 742

(239) (17,242)
1 266

(26) (2,778)
4 724

(18) (6,455)
4 724

(14) (5,395)
0 0

(4) (1,060)
1 20

(41) (1,522)
1 20

36 (1,366)
0 0

(5) (156)
 県外

0 0 0
(6,300) (0) (6,300)

 県内
1,060 0 1,060

(138,020) (0) (138,020)

会議室計
1,060 0 1,060

(144,320) (0) (144,320)

 県外
0 0 0

(34,880) (0) (34,880)

 県内
11,740 0 11,740

(55,550) (0) (55,550)

格技場計
11,740 0 11,740

(90,430) (0) (90,430)

 県外
15,880 0 15,880

(339,300) (0) (339,300)

 県内
41,830 0 41,830

(1,477,270) (64,830) (1,542,100)

体育室計
57,710 0 57,710

(1,816,570) (64,830) (1,881,400)

 県外
24,900 0 24,900

(86,200) (9,420) (95,620)

 県内
62,940 0 62,940

(456,710) (82,200) (538,910)

球技場計
87,840 0 87,840

(542,910) (91,620) (634,530)

 県外
222,880 4,800 227,680

(763,210) (41,340) (804,550)

 県内
1,315,110 80,400 1,395,510

(1,410,220) (250,990) (1,661,210)

陸上競技場計
1,537,990 85,200 1,623,190

(2,173,430) (292,330) (2,465,760)

(145,390) (1,262,720)

(0) (91,600)

野球場計
1,042,910 193,350 1,236,260

(1,366,430) (156,510) (1,522,940)

 県外
113,310 0 113,310

(210,880) (0) (210,880)

 県内
555,710 0 555,710

(559,880) (0) (559,880)

草野球場計
669,020 0 669,020

(770,760) (0) (770,760)

0 219,790
(301,460) (0) (301,460)

 県外
29,320 0 29,320

(91,600)

施
設
利
用

（
ス
ポ
ー

ツ
施
設

）

ソフトボール場計
249,110 0 249,110

(393,060) (0) (393,060)

 県内
219,790

 県外
154,650 10,650 165,300

(249,100) (11,120) (260,220)

 県内
888,260 182,700 1,070,960

(1,117,330)

(8,031,325) (353,700) (8,385,025)
小 計

1,584,575 52,830 1,637,405
(2,639,260) (166,820) (2,806,080)

 県外
586,410 21,350 607,760

(980,850) (1,700) (982,550)

(829,960) (166,180) (996,140)
 県内

321,500 27,440 348,940
(3,469,220) (333,000) (3,802,220)

宿泊計 
907,910 48,790 956,700

(4,562,105) (20,700) (4,582,805)

施
設
利
用

（
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー

 
キ

ャ
ン
プ
施
設
 
会
議
室

等

）

日帰り計 
676,665 4,040 680,705

 県内
313,245 1,520 314,765

(3,581,255) (19,000) (3,600,255)
 県外

363,420 2,520 365,940

宿泊計 
1,588,545

５ 施設利用の実績

(415,005)

種 別
施設使用料 付帯施設使用料 計

施
設
利
用

（
青
年
の
城
 
研
修
室
・
宿
泊
室

）

日帰り計 
373,130 111,380 484,510

(407,805)

小 計
1,961,675 145,710 2,107,385

(29,922,670) (611,660) (30,534,330)

 県外
1,077,865 14,380 1,092,245

(23,401,010) (316,130) (23,717,140)

 県内
510,680 19,950 530,630

(6,113,855) (175,070) (6,288,925)

34,330 1,622,875

(29,514,865) (491,200) (30,006,065)

 県外
63,000 46,960 109,960

(85,820) (27,440) (113,260)

(120,460) (528,265)

 県内
310,130 64,420 374,550

(321,985) (93,020)
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1 20
(30) (1,115)

1 20
(26) (990)

0 0
(4) (125)

0 0
(11) (407)

0 0
(10) (376)

0 0
(1) (31)
30 81

(549) (1,825)
26 71

(528) (1,582)
4 10

(21) (243)
0 0

(2) (4)
0 0

(2) (4)
0 0

(0) (0)
25 106

(39) (144)
22 92

(35) (129)
3 14

(4) (15)
799 11,011

(546) (18,926)
772 10,690

(513) (18,559)
27 321

(33) (367)
25 97

(51) (2,123)
24 91

(47) (2,106)
1 6

(4) (17)
608 6,428

(551) (13,057)
593 6,300

(534) (12,869)
15 128

(17) (188)
177 1,415

(212) (2,493)
117 993

(155) (1,723)
60 422

(57) (770)

2,582 73,675
(3,376) (161,894)

212 0
(470) (0)

66
(148)

146
(322)

149 0
(367) (0)

14
(62)
135

(305)
65,395 0

(105,418) (0)
5,005 0

(11,834)
58,369

(90,975)
2,021

(2,609)
360 0

(666) (0)
26

(155)
305

(477)
29

(34)
 南ゲート

5,800 0 5,800
(6,800) (0) (6,800)

 西ゲート
61,000 0 61,000

(95,400) (0) (95,400)

 東ゲート
5,200 (0) 5,200

(31,000) (0) (31,000)

951,000
(1,253,500) (0) (1,253,500)

(236,800) (0) (236,800)

 西ゲート
233,600 233,600

(515,200)

普通車計
31,479,000 0 31,479,000

(51,248,500) (0) (51,248,500)

 西ゲート
141,750

 東ゲート
2,368,000 2,368,000

(5,739,000) (0) (5,739,000)

(0) (385,350)

駐
車
場
利
用

大型車計
339,200 0 339,200

(752,000) (0) (752,000)

 東ゲート
105,600

マイクロバス計
156,450 0 156,450

(385,350)

 西ゲート
28,160,000 0 28,160,000

(44,256,000) (0) (44,256,000)

自動二輪車等計
72,000 0 72,000

(133,200) (0) (133,200)

 南ゲート
951,000 0

105,600

小 計
11,456,860 511,280 11,968,140

(17,685,440) (797,620) (18,483,060)

141,750
(320,250) (0) (320,250)

 東ゲート
14,700 14,700

(65,100) (0) (65,100)

施
設
利
用

（
ス
ポ
ー

ツ
施
設

）

会議室Ａ計
1,060 0 1,060

(99,790) (0) (99,790)

(0) (515,200)

屋内ｺｰﾄ照明設
備 他 計

232,730 232,730
(192,330) (192,330)

 県外
100,480 0 100,480
(80,900) (0) (80,900)

 県内
98,540 0 98,540

(123,720) (0) (123,720)

ピクニックランド
計

199,020 0 199,020
(204,620) (0) (204,620)

 県外
131,320 0 131,320

(367,740) (0) (367,740)

 県内
2,899,960 0 2,899,960

(3,317,780) (0) (3,317,780)

屋内コート計
3,031,280 0 3,031,280

(3,685,520) (0) (3,685,520)

 県外
8,700 0 8,700

(88,120) (0) (88,120)

 県内
118,840 118,840

(213,360) (0) (213,360)

ハードコート計
127,540 0 127,540

(301,480) (0) (301,480)

 県外
323,350 0 323,350

(186,700) (0) (186,700)

 県内
4,095,750 0 4,095,750

(5,680,460) (0) (5,680,460)

人工芝コート計
4,419,100 0 4,419,100

(5,867,160) (0) (5,867,160)

 県外
0 0 0

(0) (0) (0)

 県内
0 0 0

(0) (0) (0)

テニスセンター
コート計

0 0 0
(0) (0) (0)

 県外
0 0 0

(0) (0) (0)

 県内
0 0 0

(5,920) (0) (5,920)

更衣室計
0 0 0

(5,920) (0) (5,920)

 県外
2,760 2,760

(19,040) (0) (19,040)

 県内
19,780 0 19,780

(303,790) (0) (303,790)

卓球場計
22,540 0 22,540

(322,830) (0) (322,830)

 県外
0 0 0

(0) (0) (0)

 県内
0 0 0

(44,530) (0) (44,530)

(0) (6,300)

会議室Ｂ計
0 0 0

(44,530) (0) (44,530)

0 1,060
(93,490) (0) (93,490)

 県外
0 0 0

(6,300)

 県内
1,060
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51 0
(44) (0)

8 0
(6) (0)
43 0

(38) (0)
0 0

(0) (0)
75 0

(128) (0)
7 0

(21) (0)
68 0

(107) (0)
0 0

(0) (0)
164 0

(285) (0)
21 0

(28) (0)
143 0

(257) (0)
0 0

(0) (0)
66,406 0

(107,378) (0)
303 303

(337) (337)
4,472 4,472

(5,266) (5,266)
4,775 4,775

(5,603) (5,603)
74,036 87,685

(117,215) (229,699)

入場料等 入場者 予算額 決算額

円 人 円 円

（収入） （収入）

無料 0 0 0

参加料 (1,896) [内入場料等] [内入場料等] 1,400

300 0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

無料 0 0 0

 参加料 (13,560) [内入場料等] [内入場料等] 12,000

100 0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

 西ゲート
286,000 0

0 80,000
(60,000) (0) (60,000)

 西ゲート
430,000 0 430,000

(380,000)

286,000
(514,000) (0) (514,000)

(56,000)

回数券計
(2000円)

〔事業成果〕

〔事業成果〕

希望が丘新緑祭

令和2年5月9日（土）・10日（日）

入場者等
見込数

希望が丘キッズ自然体験フェスティ
バル

入場者等
見込数令和2年4月25日（土）・26日（日）

 文化ゾーン多目的広場において、主に子どもが楽し
める体験イベントを計画していたが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止した。

 新緑の季節に、スポーツゾーンにおいて幅広い年齢
層を対象に、家族や仲間がふれあい、交流を深める憩
いの場の創出を計画していたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止した。

６ 指定管理事業の実績

（１） 交流・憩いの場の提供／祭り事業

事  業  名 事業概要（開催日・内容） 備  考

施 設 利 用 計
49,453,290 709,820 50,163,110

(111,249,085) (1,762,980) (113,012,065)

(1,333,670) (0) (1,333,670)

小 計
1,190,530 0 1,190,530

(1,440,600) (0) (1,440,600)

施
設
利
用

（
自
転
車

 
 
利
用

）

青年の城

1,091,180

駐
車
場
利
用

回数券計
(10000円)

小 計
33,259,650 0 33,259,650

(54,169,050) (0) (54,169,050)

0 1,091,180

 南ゲート
0 0 0

(0) (0) (0)

99,350
(106,930) (0) (106,930)

スポーツ会館

 東ゲート
42,000 0 42,000

(56,000) (0)

(570,000) (0) (570,000)

回数券計
(5000円)

375,000 0 375,000
(640,000) (0) (640,000)

 東ゲート
35,000

 南ゲート
0 0 0

(0) (0) (0)

340,000 0

0 328,000328,000

(0) (535,000)

0 35,000
(105,000) (0) (105,000)

 西ゲート
(535,000)

(0) (380,000)

 南ゲート
0 0 0

(0) (0) (0)

340,000

510,000 0 510,000
(440,000) (0) (440,000)

 東ゲート
80,000

99,350 0
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（収入） （収入）

無料 0 0 0

 参加料 (12,314) [内入場料等] [内入場料等] 12,000

100 0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

無料 6,116 1,000 1,100

参加料 (7,149) [内入場料等] [内入場料等] 5,500

100 1,000 1,100

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

33,000 32,506

（収入） （収入）

無料 2,453 17,000 16,500

参加料 (12,245) [内入場料等] [内入場料等] 12,000

100 17,000 16,500

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

31,000 30,292

（収入） （収入）

無料 0 0 0

(516) [内入場料等] [内入場料等] 1,000

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料] 主催

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

無料 94 14,000 19,200

ワークショップ (123) [内入場料等] [内入場料等] 240

400 14,000 19,200

[内指定管理料] [内指定管理料]

0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

20,000 41,047

 芝生ランドにおいて、県内のよさこいチームに演舞の
機会を、また来園者に鑑賞の機会を提供する計画をし
ていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止した。

希望が丘新春まつり 入場者等
 見込数令和3年1月10日（日）

 青年の城大ホール、大研修室でたこづくりワーク
ショップを行い、多目的広場でたこあげ大会を実施し
た。家族で一緒にものづくりを楽しみ、普段はなかなか
体験できない機会を提供することができ、参加家族に
は満足していただいた。

〔事業成果〕
 スポーツ会館の改修工事に伴い、青年の城・文化ゾーンで開催した。新型コロナウイルス感染拡大防止対策として３密を避けるため、たこづくり会場を２箇所設け、屋内の換気や家
族・グループごとの作業スペースを区切るなどの工夫をしたことにより、安心してたこづくりを楽しんでいただくことができた。

〔事業成果〕

ＫＯＵＧＡ彩風舞
人

よさこいソーランの競演 in 希望が
丘文化公園(共催)

入場者等
見込数令和2年11月14日（土）

〔事業成果〕
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、恒例の高校生による呈茶を見送らざるを得なかったことは残念であったが、コンサート会場では身体距離を十分に取ったり、クラフト材料は
個包装で提供するなど感染拡大防止策を講じて開催し、来場者・関係者に喜んでいただくとともに、かえでの森をＰＲすることができた。

希望が丘紅葉祭 入場者等
見込数令和2年11月1日（日）～29日（日）

 公園の自然やフィールドを活かし、紅葉の時季に合
わせて11月の1ヶ月間にわたって催しを実施し、自然
や家族・仲間とふれあう機会を提供した。21日(土)は、
かえでの森においてオカリナのミニコンサート、クラフト
体験コーナーによる特別イベントを実施した。

〔事業成果〕
 事業の規模縮小･時間短縮や参加者の検温・健康チェックなど、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じつつ、気軽にレクリエーションやクラフトを楽しめる機会を提供した。
 コロナ禍でも、屋外で安全に楽しめるイベントを開催したことに、来場者から多くの喜びの声を聞いた。

希望が丘ふれあい祭 入場者等
見込数令和2年11月14日（土）･15日（日）

 爽やかな秋の季節に、スポーツゾーンにおいて、クラ
フトや昔遊びなどの体験コーナーを設け、家族や仲間
がふれあい、交流を深める憩いの場を創出した。

希望が丘秋まつり

令和2年9月12日（土）・13日（日）

入場者等
見込数

〔事業成果〕

 秋の爽やかな季節に、スポーツゾーンにおいて幅広
い年齢層を対象に、家族や仲間がふれあい、交流を
深める憩いの場の創出を計画していたが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止した。
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（収入） （収入）

無料 1,027 80,000 82,100

参加料 (0) [内入場料等] [内入場料等] 12,450

100 10,000 12,100

[内指定管理料] [内指定管理料]

70,000 70,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

72,000 59,640

（収入） （収入）

無料 0 0 12,000

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ出店料 (4,280) [内入場料等] [内入場料等] 13,190

3,000 0 12,000

ﾃﾝﾄ出店料 [内指定管理料] [内指定管理料]

7,500 0 0

10,500 [内民間等補助金] [内民間等補助金]

15,000 0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

参加料 28 45,000 44,850

1,200～1,800 (69) [内入場料等] [内入場料等] 80

オプション 45,000 44,850

310 [内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

75,000 47,375

（収入） （収入）

無料 0 0 0

(1,774) [内入場料等] [内入場料等] 1,000

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料] 主催

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

 青年の城周辺屋外をメイン会場として、滋賀県を中
心とした関西在住の表現者によるワークショップ、ライ
ブパフォーマンス、作品展示を計画していたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため中止した。

〔事業成果〕

〔事業成果〕
 希望が丘の３ゾーンを使い、それぞれの特性を活かしたプログラムを１泊２日で楽しんでいただく計画であったが、新型コロナウイルス感染防止のため日帰りに変更して実施した。宿
泊参加を期待していた方がキャンセルされるなど参加者数は少なかったが、屋外中心の活動プログラムを楽しんでいただけた。

アーティスト集団
m-fat（モファ）

やまもりハプン▷希望が丘 ～自然
の中で体当たり図画工作～(共催)

入場者等
見込数令和2年5月3日（日）・4日（月祝）・5日（火祝）

 公園の３つのゾーンを使用して、それぞれの特性を
活かしたプログラムを提供することにより、家族の絆を
深めたり、他の家族との交流を図ることを目的に開催
した。
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日帰りで
実施した。

〔事業成果〕

希望が丘まるごとファミリーフェスタ 入場者等
見込数

〔事業成果〕
 事業の規模縮小･時間短縮や参加者の検温・健康チェックなど、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じつつ、普段体験できないシイタケ植菌や、家族で楽しめるキッズチャレン
ジコーナーなどの体験コーナーを設けた。コロナ禍でも、屋外で安全に楽しめるイベントを開催したことに、来場者から多くの喜びの声を聞いた。

希望が丘交流ひろば 入場者等
見込数

 参加者ニーズが高いフリーマーケットや物産展・食
事コーナーを開設し、にぎわいを創出する計画をして
いたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
した。

令和2年5月9日（土）・10日（日）、9月12日（土）・13日
（日）、10月3日（土）・4日（日）、11月14日（土）・15日
（日）、令和3年3月20日（土）・21日（日） 全10回

令和2年10月31日（土）

希望が丘スプリングフェスティバル 入場者等
見込数令和3年3月20日（土）

 早春の季節に、スポーツゾーンにおいて、シイタケ植
菌や昔遊びなどの体験コーナーを設け、家族や仲間
がふれあい、交流を深める憩いの場を創出した。
 21日（日）は雨天のため開催を中止した。
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（収入） （収入）

参加料 46 21,000 18,400

400 (69) [内入場料等] [内入場料等] 160

21,000 18,400

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

16,000 2,650

（収入） （収入）

無料 1,612 0 0

参加料 (14,676) [内入場料等] [内入場料等] 16,000

100 0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

40,000 40,000

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

500 (177) [内入場料等] [内入場料等] 300

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

参加料 873 457,000 443,500

月例大会 500 (1,246) [内入場料等] [内入場料等] 1,540

457,000 443,500

 [内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

588,000 562,609

（収入） （収入）

0 0 0

(1,416) [内入場料等] [内入場料等] 400

(一部財団負担) 0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

 令和2年4月15日（水）・5月20日（水）・6月17日
（水）・7月15日（水）は新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止。
 令和3年3月10日（水）のグランドチャンピオン大会
は、通常の月例大会に変更して実施した。

希望が丘家族ふれあいランニング
スクール2021

入場者等
見込数

※収入支出
とも共催者

（２） スポーツ・健康づくりの推進事業

希望が丘ハイキング 入場者等
見込数

 四季に応じて公園内と周辺地域を歩く約8㎞のコー
スを設定し、初級者から中級者までが楽しめるハイキ
ングを開催した。
 令和2年4月11日（土）、6月6日（土）は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため中止した。

第33回滋賀県グラウンド・ゴルフ春
季大会決勝大会(共催)

入場者等
見込数令和2年6月28日（日）

 滋賀県グラウンド・ゴルフ協会と連携し、常設コース
を活用して決勝大会を開催する予定であったが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。

滋賀県グラウン
ド・ゴルフ協会他

〔事業成果〕

〔事業成果〕

令和3年1月11日（月祝）

 陸上競技場において、家族でスポーツを楽しむ機会
の提供を計画していたが、新型コロナウイルス感染症
の影響でびわこ成蹊スポーツ大学陸上競技部との協
働が不可能となり、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止した。

〔事業成果〕
 事業の規模縮小･時間短縮や参加者の検温・健康チェックなど、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じつつ、気軽にスポーツに親しめる機会を提供した。コロナ禍でも、屋外で
安全に楽しめるイベントを開催したことに、来場者から多くの喜びの声を聞いた。

〔事業成果〕
 11月は十二坊（岩根山）の国宝善水寺周辺の史跡（磨崖仏）を巡るコース歩き、3月は野洲市の妙光寺山磨崖仏、桜生史跡公園、銅鐸博物館などを散策し、自然の大切さとハイキン
グの魅力を参加者に充分感じていただけた。

希望が丘スポーツフェスティバル 入場者等
見込数令和2年10月3日（土）･4日（日）

 爽やかな秋の季節に、スポーツゾーンにおいて、
ニュースポーツや昔遊びなどの体験コーナーを設け、
家族や仲間がふれあい、交流を深める憩いの場を創
出した。

希望が丘カップ2020グラウンド・ゴ
ルフ大会
①月例大会 ②グランドチャンピオ
ン大会

入場者等
見込数①令和2年9月16日（水）・10月21日（水）･11月18日

（水）・12月16日（水）・令和3年1月20日（水）･3月10日
（水）

〔事業成果〕
 新型コロナウイルスの影響により、月例大会は９月から実施し、グランドチャンピオン大会は通常の月例大会に変更して開催した。コロナ禍ではあったが、毎回多くの参加をいただき、
生涯スポーツの一躍を担うとともに参加者の交流と親睦の場を提供することができた。

令和2年11月28日（土）、令和3年3月6日（土）
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（収入） （収入）

329 0 0

(308) [内入場料等] [内入場料等] 500

(一部財団負担) 0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

5,000 4,700

（収入） （収入）

0 0 0

(194) [内入場料等] [内入場料等] 200

(一部財団負担) 0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

3,000 (464) [内入場料等] [内入場料等] 480

（24ﾁｰﾑ） 0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

700 0 0

(2,048) [内入場料等] [内入場料等] 2,000

0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

1,090 21,000 21,000

(1,737) [内入場料等] [内入場料等] 1,400

(一部財団負担) 0 0 共催

[内指定管理料] [内指定管理料]

21,000 21,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

98,000 96,800

※収入支出
とも共催者

〔事業成果〕
 生涯スポーツとしてのグラウンド・ゴルフの普及に寄与し、参加者の健康づくりや仲間づくりを推進することができた。また、本大会は、「ワールドマスターズゲームズ2021関西」の一般
県民が参加できる「オープン型」の大会として「関西マスターズスポーツフェスティバル2020」としても位置づけられており、参加者の機運醸成が図られた。

〔事業成果〕

〔事業成果〕

希望が丘トレイル
ランニングレース
実行委員会

第33回滋賀県グラウンド・ゴルフ秋
季大会決勝大会(共催)

入場者等
見込数令和2年10月17日（土）

 常設のグラウンド・ゴルフ場を使用し、滋賀県グラウ
ンド・ゴルフ協会と協働して大会を開催した。

滋賀県グラウン
ド・ゴルフ協会他

滋賀県スポーツ少年団サッカー交
流大会U-10 2020 in 希望が丘

入場者等
見込数令和2年6月14日（日）

 滋賀県スポーツ少年団に登録している小学4年生以
下のチームによる8人制サッカーの大会を計画してい
たが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し
た。

〔事業成果〕
 広大かつ安全な園内環境を活かし、全国の市民ランナーやジョギング愛好者に駅伝を楽しみ、選手間の交流を図る機会を提供できた。

※収入支出
とも共催者

※収入支出
とも共催者

男子第71回滋賀県高等学校駅伝競
走大会
女子第38回滋賀県高等学校駅伝競
走大会（共催）

入場者等
見込数令和2年11月8日（日）

 滋賀県内高等学校から選手が集い、全国および近
畿大会への出場資格が得られる予選会を開催した。

滋賀県高等学校
体育連盟 滋賀
陸上競技協会
滋賀県教育委員
会 毎日新聞社

〔事業成果〕
 駅伝日和の中、男子２１校（混成チーム1）、女子１６校（混成チーム2）が参加して熱戦が繰り広げられた。特に女子においては、アンカーが逆転して決着がつく白熱したレースとなっ
た。

びわ湖駅伝スポーツフェスティバル
2020

入場者等
見込数令和3年3月14日（日）

 スポーツやレクリエーション活動を実践できる場を
広く県民に提供することにより、県民が生涯にわたりス
ポーツに親しみ、楽しみ、「健康でいきいきとした滋賀」
を実現することを目的に開催した。
 新型コロナウイルスの影響より、当初令和2年11月22
日（日）を予定していたが、令和3年3月14日（日）に延
期して開催した。

滋賀県スポーツ
協会
京都新聞

希望が丘トレイルランニングレース
2020(共催)

入場者等
見込数令和2年4月12日（日）

 トレイルランニングレース実行委員会と連携し、園内
のフィールドを活かした大会を計画していたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため中止した。

※収入支出
とも共催者
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（収入） （収入）

参加料 0 0 0

300～3,000 (332) [内入場料等] [内入場料等] 150

0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

0 0 0

(1,565) [内入場料等] [内入場料等] 1,700

(一部財団負担) 0 0 共催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

2,000 2,440

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

15,000 (2,668) [内入場料等] [内入場料等] 2,000

(32ﾁｰﾑ) 0 0 共催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

370 0 0

18ﾁｰﾑ [内入場料等] [内入場料等] 400

(一部財団負担) (0) 0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

12,000 0

（収入） （収入）

48 0 0

(81) [内入場料等] [内入場料等] 100

0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

第14回ストックウォーキング(共催) 入場者等
見込数

 野洲市スポーツ推進委員協議会と協働し、園内およ
び周辺地域を含むコースでストックウォーキングを開
催し、スポーツ・健康づくりの推進の機会を提供した。

〔事業成果〕

滋賀県軟式野球
連盟 (社法)ジョ
イドリームクラブ

※収入支出
とも共催者

※収入支出
とも共催者

〔事業成果〕
 スポーツ・健康づくりのイベントとして、野洲市スポーツ推進委員協議会と協働して２回目の開催となったが、新型コロナウイルスの影響により規模が縮小された。しかし、参加者は秋
の紅葉を楽しみながら元気に園内を散策し、ストックを活用したウォーキングを満喫することができた。

全国の仲間と深めよう 競いあおう
第10回びわ湖カップなでしこサッ
カー大会U-12

入場者等
見込数

滋賀県スポーツ少年団ラグビーフッ
トボール大会（共催）

入場者等
見込数

滋賀県ラグビー
フットボール協会

野洲市スポーツ
推進委員協議会
野洲市 野洲市
教育委員会

令和3年2月20日（土）・21日（日）

 広大な天然芝のグランドに全国から３２チームの小
学生女子サッカーチームが集う大会を計画していた
が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し
た。 滋賀県スポーツ

協会 京都新聞

〔事業成果〕

〔事業成果〕
 開閉会式を省略するなど新型コロナウイルス感染防止策を講じながら、今年度を締めくくる大会として参加者の競技レベル向上に寄与した。

令和3年3月7日(日)

 滋賀県ラグビー協会と協働し、県内小学生18チーム
による今年度のチャンピオンシップを決める大会を開
催した。

令和2年11月23日（月祝）

滋賀県中学生ベースボールフェス
ティバル2020(共催)

入場者等
見込数令和2年12月6日（日）

 滋賀県軟式野球連盟やスポーツメーカー等と協働
し、県内中学生選手を対象に野球教室を開催する予
定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止した。

※収入支出
とも共催者

近畿陸上競技協
会 京都新聞

BIWAKOクロカン2021
（第32回全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大
会･第6回全国中学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ選
手権大会）

入場者等
見込数令和3年2月14日（日）

 スポーツゾーンの芝生ひろばと特設クロスカント
リーコースにおいて、中学生、日本陸連登録者等によ
るレースを計画していたが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため開催を中止した。

〔事業成果〕
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（収入） （収入）

63 0 0

(0) [内入場料等] [内入場料等] 400

0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

無料 245 21,000 21,000

(254) [内入場料等] [内入場料等] 520

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料] 主催

21,000 21,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

99,000 99,000

（収入） （収入）

参加料 38 53,000 53,400

800～2,000 (52) [内入場料等] [内入場料等] 70

53,000 53,400 共催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

112,000 112,017

（収入） （収入）

参加料 20 19,000 7,200

400 (69) [内入場料等] [内入場料等] 120

19,000 7,200

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

36,000 18,639

（収入） （収入）

参加料 26 8,000 7,500

300 (136) [内入場料等] [内入場料等] 120

8,000 7,500

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

5,000 4,585

 サイクリングコースを活用し、サイクリングを楽しむ機
会を提供するとともに、滋賀県観光交流局ビワイチ推
進室と連携し、ビワイチのＰＲを行った。
 5月24日（日）に計画していた分は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止した。

〔事業成果〕
 各講師の丁寧な解説は好評を得ており、参加者の満足度は高いが、今年度は全４回中の２回が新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また１回は荒天のため中止せざるを得な
かった。

希望が丘ディスクゴルフ大会
2020

入場者等
見込数

入場者等
見込数令和2年9月22日（火・祝）

〔事業成果〕
 初夏から初冬にかけて、季節に応じて自然に親しみ、新しい気づきや発見が得られるような内容を計画したが、コロナ禍や台風により全４回中の３回が中止せざるを得なかった。開催
した第３回は、受付以外はすべて屋外で行動する等、密を避ける対策を徹底した。

 全国スポーツレクリエーション祭ディスクゴルフ大会
の会場であったことを契機に、同競技の普及と公園常
設コースのＰＲを図るために継続開催した。

〔事業成果〕
 スポーツバイクやタンデム自転車の試乗を通してサイクリングの楽しさを多くの県民に感じていただき、「ビワイチ」の普及事業として一定の成果があった。「子ども自転車教室」でも、
たのしく自転車の乗り方を学べ、子どもたちの交通安全に対する啓発が行えた。

〔事業成果〕
 スポーツ鬼ごっこを通し、基礎体力の向上、考える力や創造力を鍛える場の1つとして開催した。天候にも恵まれ、芝生の上で思いっきり競技を楽しんでいただけた。

令和2年9月27日（日）

竜王町、竜王町
教育委員会、滋
賀県フライング
ディスク協会

“きぼっこ体験事業”
ちびっこファミリー自然とあそぼう

入場者等
見込数令和3年3月7日（日）

 NPO法人YASUほほえみクラブ(総合型地域スポーツ
クラブ)と協働し、スポーツ・健康づくりの普及促進を目
的に「スポーツ鬼ごっこ」を開催した。

希望が丘自然観察会 入場者等
見込数令和2年10月17日（土）

 季節に応じて「春の植物」「夏のトンボと昆虫」「秋の
きのこ」「冬の水生生物」をテーマにし、専門家を講師
に招く一方、公園サポーターが補助を務めるなど内容
の充実を図った。
令和2年4月18日（土）、7月4日（土）は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止し、令和3年3月13日
（土）は荒天のため中止した。

（３） 自然を体験し楽しみながら学ぶ場／宿泊体験・自然学習事業

〔事業成果〕
 新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じながら、楽しくラウンドしていただく機会を提供できた。各地での大会が新型コロナウイルスの影響で中止となる中、開催してもらえて嬉し
かったという声が多かった。

※収入支出
とも共催者

ビワイチプラス応援イベント「秋のサ
イクリング体験～希望が丘へ行こう
～」

入場者等
見込数令和2年11月29日（日）

ニュースポーツイベント
「ほほえみスポーツ鬼ごっこ交流会
2021」(共催)

NPO法人YASU
ほほえみクラブ

滋賀プラス・サイ
クル推進協議会
特定非営利法人
五環生活

 未就学児とその家族を対象に、季節に応じた体験活
動を通して身近な自然や生きものへの興味・関心を高
める機会を提供した。
 令和2年5月24日（日）、6月21日（日）は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止し、10月10日（土）
は台風14号接近に伴う荒天のため中止した。
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（収入） （収入）

参加料 0 0 0

7,000 (55) [内入場料等] [内入場料等] 60

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

21,000 500

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

25,000 (81) [内入場料等] [内入場料等] 70

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

7,000 (71) [内入場料等] [内入場料等] 60

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

21,000 0

（収入） （収入）

参加料 67 194,000 194,200

2,800 (65) [内入場料等] [内入場料等] 60

194,000 194,200

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

151,000 130,218

（収入） （収入）

参加料 81 192,000 192,060

2,800 (67) [内入場料等] [内入場料等] 60

192,000 192,060

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

198,000 172,174

 県内小学生を対象に、竜王町内での田植えや園内
での里山体験等のプログラムを計画していたが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。

〔事業成果〕
 

〔事業成果〕

“きぼっこ体験事業”
希望が丘冬の林間スクール

入場者等
見込数令和3年1月16日（土）

 冬の希望が丘で、子どもたちが生活体験や自然体験
を通して自主性、協調性、生きる力を身に付ける一助
となるプログラムを提供した。
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年1
月16日（土）～17日（日）1泊2日の計画を日帰りに変更
して実施した。

〔事業成果〕
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1泊2日から日帰り事業に変更したが、焼いも作りや竹とんぼ・凧などの遊び道具作りなど通して、自主性や協調性を身に付ける機会を提供
することができた。期間短縮によりクラフトが完成しなかった参加者のうち希望する方を対象に、令和3年1月31日（日）に補習の場を設けた。

“きぼっこ体験事業”
希望が丘夏休み自然塾

入場者等
見込数

 小学3年生から6年生の児童を対象に、専門家の指
導の下で植物や生きものの調査研究を行い、自然や
環境への理解を深める機会・場の提供を計画していた
が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し
た。

“きぼっこ体験事業”
希望が丘冬の里山楽校

入場者等
見込数令和2年12月5日（土）

 小学生を対象に、里山体験や共同生活の体験を通し
て異年齢間の交流を図り、自主性、協調性を養う機会
とした。また、「森の学習」のプログラムを取り入れて自
然とふれあい、その大切さを考える場とした
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年
12月5日（土）～6日（日）1泊2日の計画を日帰りに変更
して実施した。

〔事業成果〕

〔事業成果〕

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1泊2日の計画を日帰りに変更し、感染対策を講じつつ実施した。里山の仕事として薪割り、丸太切り等体験が好評であった。

“きぼっこ体験事業”
希望が丘夏休み林間スクール

入場者等
見込数令和2年8月15日（土）～16日（日） 1泊2日

 県内小学生を対象に、生活体験や自然体験活動等
のプログラムを計画していたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止した。

“きぼっこ体験事業”
希望が丘里山楽校

入場者等
見込数令和2年5月16日（土）～17日（日） 1泊2日

令和2年7月29日（水）～8月1日（土） 3泊4日
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（収入） （収入）

0 0 0

(180) [内入場料等] [内入場料等] 100

0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

 （収入） （収入）

87 0 0

(63) [内入場料等] [内入場料等] 100

0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

0 0 0

(97) [内入場料等] [内入場料等] 100

 (一部財団負担) 0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

有料 34 34,000 33,900

(103) [内入場料等] [内入場料等] 100

 34,000 33,900

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

54,000 51,186

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

8,500 (85) [内入場料等] [内入場料等] 90

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

31,000 0

令和2年12月12日（土）・13日（日） 

 県内スポーツ少年団活動で重要な役割を果たすリー
ダーの育成と、将来へ向けた指導者の育成を目指して
継続開催した。
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年
12月12日（土）～13日（日）１泊2日の計画を日帰り2日
間に変更して実施した。

 病気や障がいを持つ子どもたちとその家族が野外活
動等に安心して取り組めるよう計画していたが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。

キャンプリーダー登録希望者を対象に、公園やキャン
プリーダーに係る基礎的な内容を習得する機会とし
て、概要説明やアウトドアクッキング、レクリエーション
ゲームを行った。

滋賀・病気の子
どもたちの支援
ネットワーク

実費負担金徴収
あり

第53回滋賀県スポーツ少年大会
（共催）

入場者等
見込数※収入支出

とも共催者

※収入支出
とも共催者

※収入支出
とも共催者

〔事業成果〕

希望が丘キャンプリーダー体験説
明会

入場者等
見込数令和2年9月13日（日）・20日（日）・27日（日）・10月4日

（日）

希望が丘ふれあいキャンプ ～病
気の子どもたち・障がいのある子ど
もたちとともに～(共催)

入場者等
見込数①令和2年4月12日（日） ②令和2年9月5日（土）～6

日（日）

実費負担金徴収
あり

〔事業成果〕

〔事業成果〕
 スポーツ少年団の活動内容やリーダーの役割などを学び、グループワークで意見交流を行ったり様々な活動を通じて、仲間意識やジュニアリーダーとしての資質を高めることができ
た。

（４） 自然を体験し楽しみながら学ぶ場／野外活動・キャンプ事業

〔事業成果〕

 滋賀県スポーツ協会等と連携し、滋賀県下のスポー
ツ少年団員の育成と団活動の活性化を計画していた
が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し
た。

〔事業成果〕
 当初は、4月・5月中に5回開催する計画であったが、新型コロナウィルスの影響により、時期を9月・10月に変更して4回実施した。現役のキャンプリーダーからの呼びかけ等により、予
想以上の参加人数を得て、結果29名の登録に結びついた。現役リーダーの関わりもあり、役割や機能、おもしろさややりがいを理解できる有意義な説明会となった。

“きぼっこ体験事業”
希望が丘アウトドアキッズキャンプ

入場者等
見込数令和2年6月13日（土）～14日（日） 1泊2日

 小学1～3年生対象の【ちびっこコース(定員60)】と小
学4～6年生対象の【チャレンジコース(定員30)】に分か
れ、学年層に応じた、活動プログラム（調理・キャンプ
ファイヤー等）を通じて、自主・自立・協調性を育む機
会としていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止した。

滋賀県スポーツ少年団 ジュニア・
リーダースクール(共催)

入場者等
見込数

滋賀県スポーツ
協会

令和2年8月7日（金）～9日（日） 2泊3日

滋賀県スポーツ
協会
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（収入） （収入）

参加料 0 0 0

2,500～4,000 (149) [内入場料等] [内入場料等] 150

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

51,000 0

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

27,000 (60) [内入場料等] [内入場料等] 60

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

参加料 0 23,000 23,400

5,500 (0) [内入場料等] [内入場料等] 60

23,000 23,400

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

131,000 110,588

（収入） （収入）

82 0 0

(79) [内入場料等] [内入場料等] 100

0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

（収入） （収入）

16 0 0

(14) [内入場料等] [内入場料等] 20

0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

0 0

令和2年8月16日（日）～22日（土） 6泊7日

入場者等
見込数令和2年7月4日(土)～5日（日） 1泊2日

〔事業成果〕

〔事業成果〕
 自然体験、野外活動体験をいろいろな切り口で提供することができ、参加者の評価も高かった。プログラムを楽しみながら、防災意識や防災力を高めていただくことができた。

キャンプインストラクター養成講習
会(共催)

入場者等
見込数令和2年11月21日（土）～23日(月祝)  2泊3日

 滋賀県キャンプ協会との共催事業として、日本キャン
プ協会公認資格取得のためのキャンプインストラク
ター養成講習会を実施した。

滋賀県キャンプ
協会

キャンプ活動の力～そのとき！あな
たにできること～(共催)

入場者等
見込数令和2年10月18日（日）

 日本キャンプ協会・滋賀県キャンプ協会との共催で、
日常生活ではもちろん、災害など非常時にも活用でき
る「スキル」や「コミュニケーション」について考える機会
として実施した。
内容：テント設営、野外調理、フィールドビンゴ、防災ク
イズなど

日本キャンプ協
会、滋賀県キャン
プ協会

〔事業成果〕
 県外各地から参加があり、滋賀県キャンプ協会会員の指導により、「キャンプ指導者入門(第5版)」の理論と実技に基づいてカリキュラムを進め、参加者すべてが資格試験に合格する
ことができた。

※収入支出
とも共催者

※収入支出
とも共催者

〔事業成果〕

“きぼっこ体験事業”
希望が丘ちびっこキャンプ

入場者等
見込数令和2年10月10日（土）

 小学1～3年生を対象に野外活動や共同生活を
通じて、自主性や協調性を身につけることを目的
に日帰りキャンプを計画していたが、台風14号接
近のため中止した。
 なお、当初は10月10日（土）～11日(日)1泊2日で計
画したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため日
帰りに変更して実施する予定であった。

実費負担金
徴収あり

〔事業成果〕

“きぼっこ体験事業”
希望が丘夏休みわんぱくキャンプ

入場者等
見込数

 小学4～6年生を対象に、子どもたちが希望が丘の自
然の中で行う6泊7日のキャンプを通じて、自主性・協
調性を身につけるとともに、克服体験や達成感によっ
てたくましく成長することを目的として開催することとし
ていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止した。

実費負担金
徴収あり

実費負担金
徴収あり

希望が丘ファミリーキャンプフェスタ

 キャンプ初心者の家族やグループを対象に、自然の
中での炊事やクラフト・キャンプファイヤーを通じて日
常では体験できない活動や感動を家族等で分かち合
い、キャンプの楽しみを共有する機会としていたが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。
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（収入） （収入）

参加料 120 176,000 176,300

1,000～1,500 (174) [内入場料等] [内入場料等] 120

176,000 176,300

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

270,000 270,445

（収入） （収入）

参加料 109 250,000 237,700

1,500～2,000 (113) [内入場料等] [内入場料等] 120

250,000 237,700

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0
[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

277,000 277,051

（収入） （収入）

参加料 28 72,000 59,800

1,000～1,500 (56) [内入場料等] [内入場料等] 60

72,000 59,800

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

118,000 124,960

（収入） （収入）

参加料 113 165,000 162,050

1,000～1,500 (0) [内入場料等] [内入場料等] 120

165,000 162,050

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

228,000 196,917

（収入） （収入）

通年 有料 584 898,000 457,900

(1,295) [内入場料等] [内入場料等] 690

598,000 157,900

[内指定管理料] [内指定管理料]

300,000 300,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

934,000 600,771

〔事業成果〕
 ファミリー向けデイキャンプとして、秋の自然や野外活動を初心者でも楽しめるプログラムを計画し、参加者から高い満足度を得ることができた。また、キャンプリーダーの対応について
も好評であった。新型コロナウイルス感染対策として、基本的な「マスクの着用・手指の消毒・ディスタンスの確保」を参加者に依頼するとともに、活動エリアの拡大（東雨天活動場・3A・
3B・4）、家族単位の活動、受付前・解散前の検温を実施した。

“きぼっこ体験事業”
希望が丘秋のプチキャンプ

入場者等
見込数令和2年11月8日(日)

 子どもを含む家族や小グループを対象に、秋の自然
を楽しむプログラムを提供した。
内容：野外調理、ハイキング、クラフト

〔事業成果〕
 新型コロナウイルスの影響により、予定していた多くの研修会が中止となったが、その中でも可能な範囲でキャンプリーダーとしてのスキルアップを図った。基本的な知識の向上・確認
に加え、誰もが主体的に取り組めるよう、できるかぎりリーダーの自主的な運営となるよう注意したことにより、リーダーとしての自覚と施設利用者・事業参加者等へ配慮できる人材が増
加した。

希望が丘キャンプリーダー研修会 入場者等
見込数

 キャンプリーダー人材育成の一環として、年間を通し
て活動に必要な知識や技術を身につけることを目的に
講習会、研修会を実施した。
 当初計画していた研修会のうち全体研修会5/30-
31・1/31・2/26-27、旅立ちキャンプ2/28、世代別研修
（フレッシュ・オールド・ゴールド）は新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止した。

実費負担金徴収
あり

“きぼっこ体験事業”
希望が丘春のプチキャンプ

入場者等
見込数令和3年3月14日(日)

 子どもを含む家族や小グループを対象に、春をテー
マにしたプログラムを提供した。
内容：野外調理、ハイキング、クラフト

〔事業成果〕
 ファミリー向けデイキャンプとして、春にちなんだプログラムを実施した。新型コロナウイルスの影響により、キャンプリーダーの事前研修が実施できないまま当日を迎えたが、チーフや
サブチーフを中心に、メールや動画等で情報共有を図り、公園スタッフとともに連携して事業に取り組むことができ、参加者から高い満足度を得ることができた。 また、新型コロナウィル
ス感染症対策についても、「マスクの着用・手指の消毒・ディスタンスの確保」に併せ活動エリアの拡大（東雨天活動場・3A・3B・4）、家族単位の活動、受付前・解散前の検温を徹底した。

“きぼっこ体験事業”
希望が丘わいわいクリスマスクッキ
ング

入場者等
見込数

 子どもを含む家族や小グループを対象に、クリスマス
をテーマにしたプログラムを提供した。
内容：野外調理、自然物を使ったクラフト

〔事業成果〕
 ファミリー向けデイキャンプとして、クリスマスにちなんだプログラムを実施し、内容およびキャンプリーダーの対応ともに、好評を得ることができた。新型コロナウイルス感染対策として、
「秋のプチキャンプ」の対応をより強化し、家族単位の調理を徹底することにより、参加者から「安心して参加できる」旨の言葉を多数得ることができた。また、フレッシュ（登録１年目）の
キャンプリーダーが初めて参画する事業となり、多くの経験を得ることができた。

“きぼっこ体験事業”
希望が丘冬のプチキャンプ

入場者等
見込数令和3年1月24日(日)

 子どもを含む家族や小グループを対象に、冬や節分
をテーマにしたプログラムを提供した。
内容：野外調理、ハイキング、ゲーム、福笑い

〔事業成果〕
 ファミリー向けデイキャンプとして、節分をテーマに家族や小グループが楽しめるプログラムを実施した。コロナ禍の中、多くのキャンセルが発生したが、その分キャンプリーダーが参加
者と深くふれあう機会となり、丁寧な対応が評価を得ることができた。また、新型コロナウィルス感染対策についても徹底し、他の多くのイベントが中止となる中、子ども達が参加できる貴
重な機会となった。

実費負担金
徴収あり

令和2年12月20日（日）

実費負担金
徴収あり

実費負担金
徴収あり

実費負担金
徴収あり
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（収入） （収入）

有料 312 20,000 20,000

200～10,000 (884) [内入場料等] [内入場料等] 1,430

20,000 20,000

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

20,000 0

（収入） （収入）

有料 1,493 230,000 231,250

(4,429) [内入場料等] [内入場料等] 5,150

380,000 381,250

[内指定管理料] [内指定管理料]

-150,000 -150,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

225,000 172,693

（収入） （収入）

有料 260 1,570,000 1,570,000

(2,083) [内入場料等] [内入場料等] 1,500

70,000 70,000

[内指定管理料] [内指定管理料]

1,500,000 1,500,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

1,831,000 1,615,506

（収入） （収入）

無料 23 0 0

(28) [内入場料等] [内入場料等] 100

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

登録者数 [内民間等補助金] [内民間等補助金]

35 0 0

(34) （支出） （支出）

13,000 12,250

（収入） （収入）

無料 29 0 0

(30) [内入場料等] [内入場料等] 100

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

0 0

登録者数 [内民間等補助金] [内民間等補助金]

403 0 0

(390) （支出） （支出）

31,000 1,000

〔事業成果〕
 メルマガによって定期的に公園情報が取得できることや、普段はつながることがほとんどない登録者同士が年に１度公園で顔を合わせるイベントは好評である。

希望が丘パークフレンド事業 入場者等
 見込数通年

 当公園に親しみを感じていただき、来園者・利用者の
拡大を図るためにメールマガジンを月1回程度送信し
た。また、登録者を対象に割引優待や会員限定イベン
トを実施した。

 会員限定イベント
 令和3年2月7日(日) 参加者：29名

〔事業成果〕
 ｢ハイキング｣や｢自然観察会｣の下見や当日運営を通して自己実現を図りながら、公園の自然や施設紹介・ＰＲに尽力していただいた。

〔事業成果〕
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、これまで連携してきた多くのイベントが開催中止となる一方、新規に竜王町観光協会の依頼により、三井アウトレットパーク滋賀竜王での町
主催イベントに参加し、町観光協会との連携を深めるとともに、来場者とのコミュニケーションを通して公園のＰＲを図ることができた。

公園サポーターの募集および養成
事業

入場者等
 見込数通年

 個人の持つ特技や趣味を活かして社会貢献できる場
を継続的に提供し、県民ニーズを事業展開や施設運
営に活かすために実施した。

（６） 連携・協働事業

公園総合ＰＲ事業 入場者等
 見込数通年

 インターネットやパンフレット等紙媒体、パブリシティ
活用等多様なメディアの活用等による情報発信をはじ
め、近隣施設や園外でのＰＲ活動によって、公園の施
設・事業を広く周知することができた。

※実費負担金
徴収あり

〔事業成果〕
 ふれあい祭等のイベントや園外での出張指導で体験プログラムを実施することにより、プログラムを広くＰＲすることができた。「三密」を避けるために、クラフト材料を個包装で配布した
り工夫したが、施設利用の激減に伴い、利用者へのプログラム提供が落ち込んだ。

クラフト＆フィールドゲーム事業 入場者等
見込数通年

 クラフトおよび屋外でのプログラムを施設利用者に実
施する一方、イベント開催時には特設コーナーを設け
て来園者に体験していただく工夫をした。

〔事業成果〕
 依頼先やインターンシップ生の目的を把握・理解し、実施するプログラムや体制に創意工夫した。例年実施されていた中学校就業体験等が新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止になったが、滋賀県総合教育センターでの幼稚園・認定こども園等新規採用職員研修や竜王中学校２年生生徒を対象にキャリア教育の一環として実施された職業学習会に講師を派
遣するなどした。

（５） 社会教育・生涯学習の支援事業

希望が丘アウトドアスクール 入場者等
見込数通年

 ①滋賀県総合教育センター等への講師派遣や体験
活動指導のほか、大学生インターンシップの受け入
れ・指導を行った。
 ②新型コロナウイルス感染拡大の影響により施設利
用が激減し、利用者に野外活動や自然体験プログラ
ムの指導する機会がなかった。
 ③キャンプリーダーの活動機会も計画したが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響で活動の場を設ける
ことはできなかった。
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合計事業数 56 事業 総入場者数 18,616 （収入総額） （収入総額）

(58) 事業 (92,203) 4,581,000 4,106,310

(20,468,000) (19,278,551)

[内入場料等] [内入場料等]

2,819,000 2,344,310

(16,007,000) (14,816,635)

[内指定管理料] [内指定管理料]

1,762,000 1,762,000

(1,076,000) (1,076,000)

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

(2,385,000) (2,385,916)

[内基金取崩] [内基金取崩]

0 0

(1,000,000) (1,000,000)

[内特定費用準備資金] [内特定費用準備資金]

0 0

(0) (0)

（支出総額） （支出総額）

5,849,000 4,890,559

(19,326,000) (17,823,939)
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（１） フィールドアスレチック事業・グラウンド・ゴルフ事業
入場料等 入場者数等 予算額 決算額 備  考

円 人 円 円

（収入） （収入）

通年 大人  700 43,857 16,955,000 17,898,410

小人  350 (50,834) [内入場料等] [内入場料等] 41,000

幼児  250 16,955,000 17,898,410

共通利用

ﾌｧﾐﾘｰ割引

（支出） （支出）

11,881,000 12,891,788

（収入） （収入）

通年 大人  700 5,796 2,293,000 2,279,510

学生  600 (7,293) [内入場料等] [内入場料等] 5,500

小人  300 2,293,000 2,279,510

高齢者 450

共通利用

ﾌｧﾐﾘｰ割引 （支出） （支出）

2,092,000 2,301,616

（収入総額） （収入総額）

合計事業数 2 事業 入場者総数 49,653 19,248,000 20,177,920

(2) 事業 (58,127) (19,806,000) (23,892,870)

[内入場料等] [内入場料等]

19,248,000 20,177,920

(19,806,000) (23,892,870)

[内基金取崩] [内基金取崩]

0 0

(0) (0)

（支出総額） （支出総額）

13,973,000 15,193,404

(20,449,000) (20,742,114)

入場料等 入場者 予算額 決算額

円 人 円 円

（収入） （収入）

542,000 632,729

 ①切手類販売

 ②薪・炭生産販売

 ③物品販売手数料

 ④ディスク・ゴルフ

 ⑤特設グラウンド・ゴルフ

 ⑥コロパー

 ⑦運動用具貸出 （支出） （支出）

1,204,000 1,139,065

（収入総額） （収入総額）

合計事業数 1 事業 542,000 632,729

(1) 事業 (2,029,000) (2,037,455)

（支出総額） （支出総額）

1,204,000 1,139,065

(2,017,000) (1,777,691)

ア   雇用調整助成金 247,811 円
イ   緊急雇用安定助成金 148,654 円
ウ   持続化給付金 2,000,000 円
エ   新しい生活・産業様式支援助成金（滋賀県） 100,000 円

合計 2,496,465 円

（３） 補助金

事  業  名 事業概要（開催日・内容） 備  考

物品販売等 通年

（１）物品販売

〔事業成果］
 自然のなかで体を動かし、家族や仲間とのふれあいを通して健康維持増進を図る場を提供することができた。ファミリー割引や各種優待・特典サービスのＰＲや、県内外の道の駅や宿
泊施設にチラシ配布を行うなど広報に努めた。

グラウンド・ゴルフ事業 入場者等
見込数

会場：グラウンド・ゴルフ場     対象：一般

〔事業成果〕
 高齢者の生涯スポーツの促進や家族・友人同士のふれあいおよび憩いの場として幅広い年齢層に利用していただけた。平日は県内外の高齢者や愛好家が、土日は家族連れや行
楽グループの利用が多い。

７ 自主事業の実績

 事  業  名  事業概要（開催日・内容）

フィールドアスレチック事業 入場者等
見込数

会場：フィールドアスレチック場   対象：一般

（２） 付帯事業
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（１） 公有財産使用料等徴収事務

件 数

件 円

10

(10)

5

(5)

15

(15)

（２）  施設整備事業

ア   球技場裸地の芝生補植工事（事務費含む） 1,984,089 円

イ   県産材ベンチ・下足入れ設置工事（事務費含む） 753,900 円

ウ   球技場ダックアウト手洗取付工事（事務費含む） 298,900 円
合計 3,036,889 円

 文書公開の申出件数 0件 (0)

（2）職員研修
 ア   職場研修
 日常研修 全職員
 新規採用職員研修会 ４人
 安全衛生教育（刈払機取扱）の実施 ８人
 統一テーマによる職場研修 全職員
 イ   職場外研修
 (ア) 県政策研修センター研修
 係長級研修 １人
 選択型研修（マネジメントコース） １人
 (イ) 公益法人研修
 会計面での間違いや不正を予防する重要ポイント １人
 ～特に監督する立場の方が知っておくべき内部統制などの実務～
 新任役職員のための「給与計算実務」のいろはにほへと ２人
 ～内閣府有識者会議座長代理が語る～「公益法人のガバナンスの更なる強化」 １人
 新任役職員のための「公益法人会計簿記」のいろはにほへと １人
 事務局が把握すべき年間年度実務カレンダー －「公益・一般法人実務カレンダー」に基づく－ １人
 ２時間でマスターする年末調整セミナー １人
 ～初めての年末調整実務に必要な知識と計算方法を演習形式でマスター～
 ～法律で義務化～公益・一般法人のためのハラスメント防止対策 １人
 本腰入れて基礎から理解！公益・一般法人にかかわる消費税 １人
 新型ウィルス・地震・台風 １人
 ・・・・いつ来てもおかしくない有事に対応するための法務実務
 (ウ) 令和２年度近畿地区青少年教育施設協議会専門研修会 １人
 (エ) 令和２年度公益財団法人日本体育施設協会「公認体育施設運営士養成講習会・資格認定試験」 １人
 (オ)その他研修
 パートタイム・有期雇用労働法等説明会 １人

 キャンプ白熱教室「ＳＤＧＳについて学ぼう！」 １人

９ 法人運営事業の実績
（１） 情報公開

光熱水費分担金
1,122,871

(1,749,436)

合   計
4,395,655

(5,661,936)

８ 受託事業の実績

種 別
施設使用料

公有財産使用料
3,272,784

(3,912,500)
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