
１ 事業の概要

目標値 実績 (前年度) 達成率
（１） 31.6% 24.9% (17,2%) 78.8%

（２） (502,915人) 94.2%

台数 人数 台数 人数 台数 人数 台数 人数

東ゲート 11,391 170,675 12,199 169,622 5,111 51,548 8,034 91,728

西ゲート 81,324 702,288 92,079 733,158 58,955 422,327 69,663 531,535

南ゲート 2,298 30,327 2,643 31,336 2,050 29,040 2,153 33,140

合計 95,013 903,290 106,921 934,116 66,116 502,915 79,850 656,403

656,403人

２ 経営目標の実績

支出に占める収入割合

来園者数
平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

 第４期指定管理の３年目、新型コロナウイルス感染症の影響から依然として厳しい
状況におかれたが、感染防止対策を講じつつ創意工夫し、常に安心・安全を念頭に
置いて施設の管理運営、事業推進に取り組んだ。
 一進一退する新型コロナウイルス感染状況により、学校団体や競技団体等の活動
自粛に伴う施設利用キャンセルは続き、さらには８月下旬から９月末までの緊急事態
宣言に伴う施設利用制限によって、来園者数、施設利用者数、事業参加者数、利用
料金収入の挽回は非常に厳しいものとなった。
 一方、人工芝に更新された球技場は、コロナ禍前を上回る利用者数となり好評を博
した。年度末にはスポーツ会館および陸上競技場のリフレュシュ工事が完了し、今後
の利用者増が期待される。また、事業では３年ぶりに開催した「交流ひろば」（フリー
マーケット）は時折雨が降るあいにくの天候にもかかわらず大勢の来園者があり、現
状打開の兆しも視えた。
 なお、令和３年度は開園５０年の節目を迎えたことから、開園当時から現在までを
伝える「希望が丘写真展」（県内７箇所で約９ヶ月間）、来園者の想い出を募集してＦ
Ｍラジオでオンエアする「希望が丘メモリーズ 声で届けるＣＭコンテスト」等のイベン
トや、１０月に芝生ランドにおいて三日月知事をはじめ多くの来賓を招いて「記念式
典」を挙行し、当公園を広く県民にＰＲした。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置などが発
令された時期もあり、予約のキャンセルなど相次いだ時期もあったが、施設利用料金収入は
目標の81.2％まで回復した。

 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う学校団体や競技団体等の施設利用キャンセルや
事業開催中止の一方、屋外施設のフィールドアスレチックやグラウンド・ゴルフの利用人数は
盛り返してきており、また、リニューアルオープンしたスポーツ施設の利用者増によって目標
値に近い実績となった。

来園者数 697,000人
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（３） （82,910人） 66.2%

県内（人） 15,362 35.4% 3,409 62.6% 6,062 43%

県外（人） 28,009 64.6% 2,034 37.4% 8,081 57%

計 43,371 5,443 14,143

目標値/収入額(円) 46,500 30,534,330 53,000 2,107,385 37,000 7,736,240

県内（人） 6,683 35.5% 2,222 58.6% 3,832 58%

県外（人） 12,148 64.5% 1,570 41.4% 2,829 42%

計 18,831 3,792 6,661

目標値/収入額(円) 24,450 8,385,025 27,000 1,637,405 16,000 2,795,175

県内（人） 148,337 91.6% 70,700 96.0% 97,103 96%

県外（人） 13,557 8.4% 2,975 4.0% 3,848 4%

計 161,894 73,675 100,951

目標値/収入額(円) 145,000 18,483,060 164,000 11,968,140 131,000 14,575,440

224,096 57,402,415 82,910 15,712,930 121,755 25,106,855

利用者数 前年度比率 利用者数 前年度比率 利用者数 前年度比率

8,519 68.3% 6,893 80.9% 13,685 198.5%

19,516 75.3% 16,871 86.4% 13,771 81.6%

44,343 90.5% 26,947 60.8% 12,356 45.9%

19,930 131.8% 890 4.5% 25,967 2917.6%

34,250 107.4% 17,642 51.5% 25,714 145.8%

（４） 99,000人 (18,616人) 46.2%

事業参加者数 前年度対比 92,203 109.6% 18,616 20.2% 45,742 246%

（５） 90%以上 （98.2%） 107.9%

令和２年度

121,755人

利用者数内訳 令和元年度 令和２年度 令和３年度

  目標値対比は、青年の城 38.2％、野外活動施設 41.6％、スポーツ施設 77.1％  総
人数はコロナの影響が大きかった昨年度より約38,000人増加しているが、青年の城および
野外活動センターは学校団体や競技団体のキャンセルといったコロナの影響が続いた。ス
ポーツ施設は改修工事に伴い会館と陸上競技場が減少したが、野球場とテニスコートは中
学校体育連盟の大会や高等学校の部活動が戻りつつあり前年度より増加に転じた。

草野球場

陸上競技場

球 技 場

テニスコート

青年の城

野外活動
センター

スポーツ
施設

施設合計

事業参加者数 45,742人

区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度

野 球 場

満足度向上 97.1%

 新型コロナウイルスの感染状況を注視し、開催に向けて規模縮小や内容変更等の工夫を
行い、開催にあたっては十分に感染予防対策を講じた。一方、緊急事態宣言や天候事情で
中止した事業が多く、特に大勢の集客が見込める事業の中止が影響し、目標値の半分にも
至らなかった。

施設利用者数 184,000人

主なスポーツ施設
令和元年度

 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値を達
成することができた。

令和３年度

2



（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

３ 管理運営面の主な取組

 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、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等人材育成を行った。

４ 事業推進面の主な取組

四季折々の変化に富む豊かな自然環境の保持・保全に努め、来園者の憩い・癒やしの空間
として、また主催事業のフィールドとして活用した。園内低木植込み内の美観維持、キャンプ
場のテントサイト周辺や道路脇の除伐・除草等を行い、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。

ピクニックランドの看板設置・修理、子ども広場のトランポリンの補修等、アクセシビリティ向
上や利用者の安全に配慮した施設・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)の回数券を継続販売した。また、クレジットカードやスマートホンによる支払いに対応
し、施設利用者の利便性向上に努めた。

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。

受付窓口や食堂席にアクリル板設置、ロビー他各所に手指消毒液設置、青年の城研修室・宿
泊室等に空気清浄機、サーキュレーター配置を行う一方、入退所時の検温や健康観察を徹
底し、利用者に安心・安全が伝えられる施設提供に努めた。

 子どもから高齢の方まで、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。不特定多数が来場されるため、
新型コロナウイルス感染拡大防止策として規模縮小、時間短縮、本部受付で検温等を実施
し、安心・安全に配慮した運営に努めた。

 新規に竜王町教育委員会と共催で「レッツ・エンジョイ・ウォーキング」を開催したり、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」等を開催し、幅広い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交
流を深める場を提供した。

 青少年宿泊研修施設（青年の城）と野外活動センターでは、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、泊付き事業をやむなく日帰りに変更して開催することが多かったが、プログラム
や生活活動での工夫により、２年ぶりに宿泊を伴う事業を開催することができた。

 開園５０年を記念し、県内７箇所での「写真展」、ＦＭラジオで一般の方が希望が丘での想
い出メッセージを語る「希望が丘メモリーズ 声で届けるＣＭコンテスト」、「スタンプ＆クイズ
ラリー」のイベントやノベルティ配布を実施し、これまでの振り返りや県民・関係者への謝意を
表すとともに、公園を広くＰＲできた。また、芝生ランドで知事、近隣首長をはじめ多くの来賓
臨席のもと「記念式典」を開催し、近隣市町団体等との関連イベントも盛況であった。

公園施設や設備は築後50年を経て老朽化が顕著であり、危険箇所や損傷が多発している
ため、来園者・利用者の安心・安全を最優先して各所の安全点検を強化し、活性化策も検討
しつつ適時適切に修繕を実施した。

 竜王町主催の善光寺川河川環境美化作戦や、野洲市主催のニュースポーツバイキングに
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。

3



件 数 利用者数

件 人 円 円 円

74 4,210

(58) (2,980)

64 2,808

(49) (2,052)

10 1,402

(9) (928)

83 9,933

(40) (2,463)

31 3,254

(19) (1,357)

52 6,679

(21) (1,106)

157 14,143

(98) (5,443)

169 3,691
(74) (1,861)
123 2,146
(53) (1,164)

46 1,545
(21) (697)
166 2,970

(101) (1,931)
98 1,686

(58) (1,058)
68 1,284

(43) (873)
335 6,661

(175) (3,792)
58 7,847

(53) (1,184)
53 7,708

(50) (1,134)
5 139

(3) (50)
119 13,685

(102) (6,893)
114 13,470
(94) (6,377)

5 215
(8) (516)

109 13,771
(132) (16,871)

98 12,765
(119) (16,095)

11 1,006
(13) (776)

99 12,356
(609) (26,947)

92 11,890
(575) (26,519)

7 466
(34) (428)
185 25,967
(9) (890)

170 24,938
(8) (852)
15 1,029
(1) (38)

1 15
(8) (1,008)

1 15
(7) (742)

0 0
(1) (266)

0 0
(4) (724)

0 0
(4) (724)

0 0
(0) (0)

0 0
(1) (20)

0 0
(1) (20)

0 0
(0) (0)

0 0
(1) (20)

0 0
(1) (20)

0 0
(0) (0)

374,115

５ 施設利用の実績

種 別
施設使用料 付帯施設使用料 計

50,610 424,725

施
設
利
用

（
青
年
の
城
 
研
修
室
・
宿
泊
室

）

日帰り計 
396,295 132,380 528,675

(373,130) (111,380) (484,510)

 県内
(310,130) (64,420) (374,550)

 県外
22,180 81,770 103,950

(63,000) (46,960) (109,960)

宿泊計 
7,157,635 49,930 7,207,565

(1,588,545) (34,330) (1,622,875)

 県内
1,695,205 16,660 1,711,865

(510,680) (19,950) (530,630)

 県外
5,462,430 33,270 5,495,700

(1,077,865) (14,380) (1,092,245)

小 計
7,553,930 182,310 7,736,240

(1,961,675) (145,710) (2,107,385)

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 
1,274,145 100 1,274,245

 県外
740,400 0 740,400

 県内
548,660 31,580 580,240

小 計
2,739,025 56,150 2,795,175

 県内
533,745 100 533,845

(676,665) (4,040) (680,705)

(313,245) (1,520) (314,765)

(363,420) (2,520) (365,940)

宿泊計 
1,464,880 56,050 1,520,930
(907,910) (48,790) (956,700)

(321,500) (27,440) (348,940)

 県外
916,220 24,470 940,690

(586,410) (21,350) (607,760)

(1,584,575) (52,830) (1,637,405)

施
設
利
用

（
ス
ポ
ー

ツ
施
設

）

ソフトボール場計
344,660 0 344,660

(249,110) (0) (249,110)

 県内
259,560 0 259,560

(219,790) (0) (219,790)

 県外
85,100 0 85,100

(29,320) (0) (29,320)

野球場計
1,154,460 180,550 1,335,010

(1,042,910) (193,350) (1,236,260)

 県内
1,050,410 180,550 1,230,960
(888,260) (182,700) (1,070,960)

 県外
104,050 0 104,050

(154,650) (10,650) (165,300)

草野球場計
720,230 0 720,230

(669,020) (0) (669,020)

 県内
571,820 0 571,820

(555,710) (0) (555,710)

 県外
148,410 0 148,410

(113,310) (0) (113,310)

陸上競技場計
515,740 24,100 539,840

(1,537,990) (85,200) (1,623,190)

 県内
352,840 22,800 375,640

(1,315,110) (80,400) (1,395,510)

 県外
162,900 1,300 164,200

(222,880) (4,800) (227,680)

球技場計
1,380,320 10,350 1,390,670
(87,840) (0) (87,840)

 県内
1,101,220 10,350 1,111,570
(62,940) (0) (62,940)

 県外
279,100 0 279,100
(24,900) (0) (24,900)

体育室計
2,700 0 2,700

(57,710) (0) (57,710)

 県内
2,700 0 2,700

(41,830) (0) (41,830)

 県外
0 0 0

(15,880) (0) (15,880)

格技場計
0 0 0

(11,740) (0) (11,740)

 県内
0 0 0

(11,740) (0) (11,740)

 県外
0 0 0

(0) (0) (0)

(0) (0) (0)

会議室計
0 0 0

(1,060) (0) (1,060)

 県内
0 0 0

(1,060) (0) (1,060)

 県外
0 0 0

(0) (0) (0)

会議室Ａ計

 県内
0 0 0

(1,060) (0) (1,060)

 県外
0 0 0

0 0 0
(1,060) (0) (1,060)
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0 0
(0) (0)

0 0
(0) (0)

0 0
(0) (0)

0 0
(30) (81)

0 0
(26) (71)

0 0
(4) (10)

1 60
(0) (0)

0 0
(0) (0)

1 60
(0) (0)
13 51

(25) (106)
12 48

(22) (92)
1 3

(3) (14)
605 12,863

(799) (11,011)
569 12,470

(772) (10,690)
36 393

(27) (321)
33 273

(25) (97)
31 267

(24) (91)
2 6

(1) (6)
668 12,527

(608) (6,428)
655 12,432

(593) (6,300)
13 95

(15) (128)
199 1,536

(177) (1,415)
143 1,100

(117) (993)
56 436

(60) (422)

2,090 100,951
(2,582) (73,675)

280 0
(212) (0)

82
(66)
198

(146)
460 0

(149) (0)
17

(14)
443

(135)
78,443 0

(65,395) (0)
7,654 0

(5,005)
68,656

(58,369)
2,133

(2,021)
667 0

(360) (0)
281
(26)
366

(305)
20

(29)

会議室Ｂ計
0 0 0

(0) (0) (0)

 県内
0 0 0

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

(0) (0) (0)

卓球場計
0 0 0

(22,540) (0) (22,540)

 県外

 県内
0 0 0

(19,780) (0) (19,780)

 県外
0 0

(2,760) (0) (2,760)

更衣室計
3,680 0 3,680

(0) (0) (0)

 県内
0 0 0

(0) (0) (0)

 県外
3,680 0 3,680

(0) (0) (0)

テニスセンター
コート計

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

 県内
0 0 0

(0) (0) (0)

 県外
0 0 0

(0) (0) (0)

人工芝コート計
5,917,680 0 5,917,680

(4,419,100) (0) (4,419,100)

 県内
5,412,680 0 5,412,680

(4,095,750) (0) (4,095,750)

 県外
505,000 0 505,000

(323,350) (0) (323,350)

ハードコート計
0 50,350

(127,540) (0) (127,540)
50,350

(0) (199,020)

 県内
44,950 44,950

(118,840) (0) (118,840)

 県外
5,400 0 5,400

(8,700) (0) (8,700)

屋内コート計
3,714,440 125,440 3,839,880

(3,031,280) (0) (3,031,280)

96,080 0 96,080
(100,480) (0) (100,480)

屋内ｺｰﾄ照明設
備 他 計

225,940 225,940
(232,730) (232,730)

 県内
3,591,160 123,200 3,714,360

(2,899,960) (0) (2,899,960)

 県外
123,280 2,240 125,520

(131,320) (0) (131,320)

ピクニックランド
計

204,800 0 204,800
(199,020)

小 計
14,009,060 566,380 14,575,440

(11,456,860) (511,280) (11,968,140)

駐
車
場
利
用

大型車計
448,000 0 448,000

(339,200) (0) (339,200)

 東ゲート
131,200

 県内
108,720 0 108,720
(98,540) (0) (98,540)

 県外

131,200
(105,600) (0) (105,600)

 西ゲート
316,800 316,800

(233,600) (0) (233,600)

マイクロバス計
483,000 0 483,000

(156,450) (0) (156,450)

 東ゲート
17,850 17,850

(14,700) (0) (14,700)

 西ゲート
465,150 465,150

(141,750) (0) (141,750)

普通車計
37,671,000 0 37,671,000

(31,479,000) (0) (31,479,000)

 東ゲート
3,658,000 3,658,000

(2,368,000) (0) (2,368,000)

 西ゲート
33,008,500 0 33,008,500

(28,160,000) (0) (28,160,000)

 南ゲート
1,004,500 0 1,004,500
(951,000) (0) (951,000)

自動二輪車等計
133,400 0 133,400
(72,000) (0) (72,000)

 東ゲート
56,200 (0) 56,200
(5,200) (0) (5,200)

 西ゲート
73,200 0 73,200

(61,000) (0) (61,000)

 南ゲート
4,000 0 4,000

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

施
設
利
用

（
ス
ポ
ー

ツ
施
設

）
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64 0
(51) (0)

8 0
(8) (0)
56 0

(43) (0)
0 0

(0) (0)
91 0

(75) (0)
9 0

(7) (0)
82 0

(68) (0)
0 0

(0) (0)
208 0

(164) (0)
27 0

(21) (0)
181 0

(143) (0)
0 0

(0) (0)
80,213 0

(66,406) (0)
706 706

(303) (303)
745 745

(4,472) (4,472)
1,451 1,451

(4,775) (4,775)
84,246 123,206

(74,036) (87,685)

入場料等 入場者 予算額 決算額

円 人 円 円

（収入） （収入）

無料 755 110,000 110,500

参加料 (0) [内入場料等] [内入場料等] 1,400

100 4,000 4,500

[内指定管理料] [内指定管理料]

106,000 106,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

107,000 107,226

（収入） （収入）

一部有料 6,127 195,000 195,100

 参加料 (0) [内入場料等] [内入場料等] 12,000

200 15,000 15,100

[内指定管理料] [内指定管理料]

180,000 180,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

76,000 76,684

（収入） （収入）

無料 11,135 8,515,000 8,515,000

 参加料 (0) [内事業広告料等] [内入場料等] 11,200

515,000 515,000

[内指定管理料] [内指定管理料]

写真展 3535人 0 0

記念式典 7600人 [特定費用準備資金] [特定費用準備資金]

8,000,000 8,000,000

（支出） （支出）

8,985,000 9,176,698

駐
車
場
利
用

回数券計
(10000円)

640,000 0 640,000
(510,000) (0) (510,000)

 東ゲート
80,000 0 80,000

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

 西ゲート
560,000 0 560,000

(430,000) (0) (430,000)

 南ゲート
0 0 0

(0) (0) (0)

 東ゲート
45,000 0 45,000

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

回数券計
(5000円)

455,000 0 455,000
(375,000) (0) (375,000)

 西ゲート
410,000 0 410,000

(340,000) (0) (340,000)

 南ゲート
0 0 0

(0) (0) (0)

回数券計
(2000円)

416,000 0 416,000
(328,000) (0) (328,000)

 東ゲート
54,000 0 54,000

(42,000) (0) (42,000)

 西ゲート
362,000 0 362,000

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

施 設 利 用 計
65,033,185 804,840 65,838,025

(49,453,290) (709,820) (50,163,110)

 南ゲート
0 0 0

(0) (0) (0)

小 計
0 40,246,400

(33,259,650) (0) (33,259,650)

0 297,540
(1,091,180)

施
設
利
用

（
自
転
車

 
 
利
用

）

青年の城
187,230 0 187,230
(99,350) (0) (99,350)

スポーツ会館
297,540

(0) (1,091,180)

小 計
484,770 0 484,770

(1,190,530) (0) (1,190,530)

40,246,400

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

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3年4月24日（土）・25日（日）

 子どもたちに遊びやレクリエーションなどが体験できる
場と家族や仲間と楽しく交流できる機会を提供するととも
に、文化ゾーンのＰＲを図った。
 主な内容：モンキーブリッジ、クイズラリー、ツリーイング
体験、ネイチャーゲームなど

〔事業成果〕
 新型コロナ流行の中で規模を縮小し、広報も控えめにしたが、好天にも恵まれ、多目的広場において、来園者にレクリエーションやクラフト等の遊びや体験の場を提供することができた。検温や
手指消毒等の感染症対策を呼びかけ、自然の中で公園に親しみを感じてもらうことができた。

希望が丘新緑祭

令和3年5月8日（土）・9日（日）

入場者等
見込数

 新緑の季節に、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、新緑の公園で、レクリエーションなどを企画した。来場者に新緑を楽しんでい
ただくとともに公園をPRすることができた。

希望が丘文化公園 開園５０周年
記念事業

写真展：令和3年6月30日(水)～令和4年3月31日(木)
記念式典：令和3年10月30日(土)

入場者等
見込数

 希望が丘文化公園開園５０周年を記念し、記念式典
や、写真展などを企画・実施した。

〔事業成果〕
 希望が丘文化公園開園５０周年を記念し、近隣図書館や公民館等を巡る写真展や記念式典を開催した。開園５０周年という節目の年を新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じつつ、盛大
に実施することができた。
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（収入） （収入）

無料 4,180 166,000 166,700

参加料 (6,116) [内入場料等] [内入場料等] 5,000

100 1,000 1,700

[内指定管理料] [内指定管理料]

165,000 165,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

47,000 48,303

（収入） （収入）

無料 5,577 226,000 226,400

参加料 (2,453) [内入場料等] [内入場料等] 12,000

200 12,000 12,400

[内指定管理料] [内指定管理料]

214,000 214,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

69,000 69,862

（収入） （収入）

無料 82 0 0

(0) [内入場料等] [内入場料等] 500

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 75 154,000 154,200

ワークショップ (94) [内入場料等] [内入場料等] 200

400 17,000 17,200

[内指定管理料] [内指定管理料]

137,000 137,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

39,000 57,359

（収入） （収入）

無料 4,652 184,000 192,400

参加料 (1,027) [内入場料等] [内入場料等] 12,000

200 0 8,400

[内指定管理料] [内指定管理料]

184,000 184,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

241,000 79,188

（収入） （収入）

無料 280 △ 29,000 △ 54,000

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ出店料 (0) [内入場料等] [内入場料等] 10,000

3,000 271,000 246,000

ﾃﾝﾄ出店料 [内指定管理料] [内指定管理料]

7,500 △ 300,000 △ 300,000

10,500 [内民間等補助金] [内民間等補助金]

15,000 0 0

（支出） （支出）

30,000 0

希望が丘紅葉祭 入場者等
見込数令和3年11月2日（火）～30日（火）

 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。20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〕
 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。

希望が丘ふれあい祭 入場者等
見込数令和3年11月13日（土）･14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。

〔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。

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(共催事業)

入場者等
見込数令和3年11月13日（土）

 県内外からよさこいチームが集結し、芝生ランドを広く
使い演舞を披露し、にぎわいの場を創出するとともに、出
場チームに日頃の成果を発表する機会を提供した。

〔事業成果〕
 当初８チームの参加を予定していたが、コロナ禍で２チームが参加を自粛した。各チームともはつらつとした演舞を披露し、普段の練習成果を存分に発揮してもらう機会を提供することができた。

希望が丘新春まつり 入場者等
 見込数令和4年1月9日（日）

 青年の城クラフト室、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。

〔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。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。

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4年3月20日(日）

 19日（土）は雨天のため開催を中止

 早春の季節に、スポーツゾーンにおいて、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。

〔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、普段体験できないヒンメリワークショップや、家族で楽しめる昔あそび体験な
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
見込数令和4年3月20日（日）

 コロナ中止：5月8日（土）・9日（日）、9月11日（土）・12日
（日）、11月13日（土）・14日（日） 雨天中止：令和4年3月
19日（土）

 ニーズが高いフリーマーケットを開催し、にぎわいを創
出したが、全8回のうちコロナ禍で6回、雨で1回開催中止
した。

〔事業成果〕
 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、約２年半ぶりに開催した。出店数は７０店舗と最盛期より半減したが、出店者、来場者双方から
「コロナ禍で大変な中このような機会を設けてくださり大変感謝しています」などの声を聞いた。
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（収入） （収入）

参加料 31 38,000 37,800

1,200～1,800 (28) [内入場料等] [内入場料等] 90

38,000 37,800

[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）

43,000 42,304

（収入） （収入）

無料 1,998 0 0

(0) [内入場料等] [内入場料等] 1,500

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）

参加料 93 36,000 37,200

400 (46) [内入場料等] [内入場料等] 120

36,000 37,200

[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）

15,000 13,184

（収入） （収入）

無料 0 0 0

参加料 (1,612) [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）

5,000 4,389

（収入） （収入）

参加料 172 236,000 236,000

500 (0) [内入場料等] [内入場料等] 150

86,000 86,000

[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）

224,000 224,731

（収入） （収入）

参加料 1,181 812,000 822,500

月例大会 500 (873) [内入場料等] [内入場料等] 1,160

チャンピオン大会 651,000 661,500

1,000 [内指定管理料] [内指定管理料]

161,000 161,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

845,000 762,166

希望が丘まるごとファミリーフェスタ 入場者等
見込数令和3年10月2日（土） 日帰りに変更

 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、フィールドアスレチックや火おこし・焼き芋体験など各ゾーンの特色を生かした活動プログラムを楽しんでいただけた。

 青年の城周辺屋外をメイン会場に、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、野外作品展示を実施した。

アーティスト集団
m-fat（モファ）

〔事業成果〕
 希望が丘文化公園の青年の城およびつどいの広場周辺で、アーティストによるパフォーマンスと野外展示を行った。自然と芸術という普段あまり体験することのない機会を提供することができ、
また、コロナ禍で活動機会が減っているアーティストに活躍の機会を提供することができた。

やまもりハプン▷希望が丘～野外展
覧会 芸術のとまり木(共催)

入場者等
見込数令和3年5月2日（日）・3日（月祝）・4日（火祝）

（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
見込数令和3年4月10日（土）・6月12日(土)・令和4年3月5日(土)

11月27日（土）は雨天のため中止

 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。
 

 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の創出を計画して
いたが、県内に新型コロナウイルス感染症に関する緊急
事態宣言が発令されたことから開催中止した。

〔事業成果〕

〔事業成果〕
 城山、三上山、鏡山などの公園周辺の山々を巡り、参加者の健康増進等に寄与することができた。

希望が丘スポーツフェスティバル 入場者等
見込数令和3年9月11日（土）･12日（日） 開催中止

希望が丘家族ふれあいランニング
スクール2022

入場者等
見込数令和4年1月10日（月・祝）

希望が丘の素晴らしい自然環境の中、小学生とその保護
者を対象に指導者によるランニング指導を通じて、走る楽
しさと家族のふれあいを深めることができた。

希望が丘カップ2021グラウンド・ゴ
ルフ大会
①月例大会 ②グラウンド・ゴルフ
チャンピオン大会

入場者等
見込数①令和3年4月21日（水）・5月19日（水）･6月16日（水）・7月

14日（水）・7月16日（金）・10月20日（水）･11月17日（水）・
12月15日（水）・令和4年1月19日（水）・2月16日（水）
②令和4年3月9日（水）

 令和3年9月15日（水）は新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の影響により中止。令和4年1月19日（水）の午前
の部は積雪により2月16日（水）に延期した。また、７月大
会は雨天のため、1部と2部を14日（水）と16日（木）に分け
て実施した。

〔事業成果〕
 改修工事が終わり、新しくなった陸上競技場にてびわこ成蹊スポーツ大学陸上競技部員の指導のもと、午前中は学年ごとに分かれ、親子でランニング教室を楽しみ、午後からは参加者全員の
記録を計測し、一人ひとりに認定証を発行した。

〔事業成果〕
 毎月コース整備とコースのレイアウト変更を行うことによって、常にバリエーションに富んだコース設定で、参加者から一定の評価を得ることができた。また、中止した月もあるが、毎回多くの参加
をいただき、生涯スポーツの一翼を担うとともに、参加者の交流と親睦の場を提供することができた。
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（収入） （収入）

354 6,000 6,000

(0) [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]

6,000 6,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

4,000 3,960

（収入） （収入）

0 0 0

(329) [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

（収入） （収入）

293 8,000 8,000

(0) [内入場料等] [内入場料等] 150

(一部財団負担) 0 0 主催

[内指定管理料] [内指定管理料]

8,000 8,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

9,000 8,305

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

0 (0) [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）

50,000 49,254

（収入） （収入）

参加料 200 197,000 197,000

0 16ﾁｰﾑ [内入場料等] [内入場料等] 360

106,000 106,000

(0) [内指定管理料] [内指定管理料]

91,000 91,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

104,000 102,140

（収入） （収入）

1,500 0 0

(700) [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

第34回滋賀県グラウンド・ゴルフ春
季大会(共催事業) ※収入支出

とも共催者

入場者等
見込数【決勝】令和3年6月26日（土）

県内各地で予選を開催。滋賀県グラウンド・ゴルフ協会と
共催し、常設コースで決勝を実施した。生涯スポーツの振
興、健康づくり、仲間づくりの場を提供することができた。

滋賀県グラウン
ド・ゴルフ協会他

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止した。

滋賀県グラウン
ド・ゴルフ協会他

〔事業成果〕

〔事業成果〕
 新型コロナウイルス感染症の影響により例年より参加者が少ない大会となったが、ゴルフ愛好家の日頃の練習成果を発揮する良い機会となり、競い合う向上心を養い、参加者相互の親睦を図
ることができた。

第34回滋賀県グラウンド・ゴルフ秋
季大会決勝大会(共催事業) ※収入支出

とも共催者

入場者等
見込数令和3年10月23日（土） 開催中止

希望が丘トレイルランニングレース
2021(共催事業) ※収入支出

とも共催者

入場者等
見込数令和3年4月11日（日）

 公園の広大な敷地を活かし、希望が丘トレイルランニン
グレース実行委員会と連携して、高校生以上の男女を対
象に距離23㎞のトレイルランニングレースを開催した。 希望が丘トレイル

ランニングレース
実行委員会

第23回 日本オープンディスクゴル
フトーナメント（共催事業）

入場者等
見込数令和3年6月12日（土）・13日（日） 開催中止

スポーツゾーンの広大な敷地を活かし、変化に富んだ
コースを設定した中での開催を予定していたが、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〕
 ２年ぶりの開催により、トレイルランニングの普及とともにスポーツによる健康促進、自然環境の保全意識を高揚させる機会を提供することができた。

〔事業成果〕

日本ディスクゴル
フ協会

滋賀県スポーツ少年団サッカー交
流大会U-10 2021 in 希望が丘

入場者等
見込数令和3年6月20日（日）

 県内小学4年生以下の16チームが各ブロック総当たりで
勝敗を競い、1位チームによるトーナメントを実施した。

〔事業成果〕
 新型コロナウイルス感染症対策として規模を縮小し、１６チームによる大会となったが、子どもたちは元気に競技を行い、サッカー技術の向上と心身の健全な育成に貢献できた有意義な大会と
なった。

男子第72回滋賀県高等学校駅伝競
走大会
女子第39回滋賀県高等学校駅伝競
走大会（共催事業）

※収入支出
とも共催者

入場者等
見込数令和3年11月7日（日）

 好天に恵まれ、男女とも公園特設コース（西ゲートから
青年の城までを使用）で男子は42.195㎞(フルマラソン)、
女子は21.0975㎞(ハーフマラソン)の距離で実施された。
コロナ感染対策として観戦自粛等が行われたが、白熱し
たレースが展開された。

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〕
 男女とも優勝校は１２月２６日(日)京都で開催される全国高等学校駅伝大会へ出場、そして、６位までの学校は１１月２８日(日)兵庫県南あわじ市で開催される近畿高等学校駅伝競走大会の出
場権を獲得した。

9



（収入） （収入）

28 0 0

(0) [内入場料等] [内入場料等] 30

(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）

0 98,000 98,000

(1,090) [内入場料等] [内入場料等] 1,500

(一部財団負担) 0 0 共催

[内指定管理料] [内指定管理料]

98,000 98,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

98,000 0

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

300～3000 (0) [内入場料等] [内入場料等] 200

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）

0 0

（収入） （収入）

608 16,000 16,000

(0) [内入場料等] [内入場料等] 1,500

(一部財団負担) 0 0 共催

[内指定管理料] [内指定管理料]

16,000 16,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

3,000 2,200

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

15,000 [内入場料等] [内入場料等] 2,000

(0) 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 1,160

（収入） （収入）

200 12,000 12,000

22ﾁｰﾑ [内入場料等] [内入場料等] 300

(一部財団負担) (370) 0 0 主催

（18ﾁｰﾑ） [内指定管理料] [内指定管理料]

12,000 12,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

12,000 6,600

レッツ・エンジョイ・ウォーキング（共
催事業）

入場者等
見込数令和3年11月20日（土）

竜王町教育委員会、竜王町スポーツ推進委員と連携し、
公園内でのウォーキングを実施した。

竜王町教育委
員会 竜王町ス
ポーツ推進委員
会

〔事業成果〕
 竜王町教育委員会、竜王町スポーツ推進委員と連携し、秋の紅葉深まる公園でウォーキングを楽しんでいただいた。

びわ湖駅伝スポーツフェスティバル
2021

入場者等
見込数令和4年3月13日（日） 開催中止

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、当初予定の11月
21日（日）開催が３月に延期となったが、万全の感染対策
を講じることが難しいことから開催中止した。 滋賀県スポーツ

協会
京都新聞

〔事業成果〕

滋賀県中学生ベースボールフェス
ティバル2021(共催事業)

入場者等
見込数令和3年12月5日（日） 開催中止

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で今年度も開催中
止した。

滋賀県軟式野球
連盟 (社法)ジョ
イドリームクラブ

〔事業成果〕

BIWAKOクロカン2022(共催事業)
（第33回全日本びわ湖ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大
会･第7回全国中学生ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ選
手権大会）

※収入支出
とも共催者

入場者等
見込数令和4年2月6日（日）

 広大で安全快適な園内環境で、全国から集まった選手
による大会を開催し、マラソン競技選手の育成と相互交
流を深める場を提供することができた。 近畿陸上競技協

会 京都新聞

〔事業成果〕
 スポーツゾーンの芝生ランドと特設クロスカントリーコースを使用し、中学生・高校生・日本陸連登録者等によるレースが繰り広げられ、2021東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ1,500ｍ8位入賞の田中希実選手が圧巻
の走りを見せるなど、充実した大会で参加者の満足度は高かった。

全国の仲間と深めよう 競いあおう
第11回びわ湖カップなでしこサッ
カー大会U-12

入場者等
見込数令和4年2月19日（土）・20（日） 開催中止

 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〕

滋賀県スポーツ少年団ラグビーフッ
トボール大会（共催事業） ※収入支出

とも共催者

入場者等
見込数令和4年3月6日(日)

 高学年・中学年の部にそれぞれ分かれ総当たりでの試
合を行い、低学年の部は交流試合を行った。
参加した小学生の子どもたちは熱心に元気いっぱいプレ
イし、競技レベルの向上の良い機会となった。 滋賀県ラグビー

フットボール協会

〔事業成果〕
 時折雨が降る寒い日であったが、多くの小学生が参加したラグビー大会を開催することができた。新型コロナウイルス感染症の予防対策を充分に整えながら、県内のラグビーの普及や競技力
向上を進めると共に、ラグビーを通じて、子どもたちの心身の健全な育成に寄与することができた。
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（収入） （収入）

58 0 0

(48) [内入場料等] [内入場料等] 80

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

(63) [内入場料等] [内入場料等] 300

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 361 165,000 165,000

(245) [内入場料等] [内入場料等] 400

0 0

[内指定管理料] [内指定管理料]

165,000 165,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

99,000 99,000
特定非営利法人五
環生活

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

800～2,000 (38) [内入場料等] [内入場料等] 70

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）

4,000 1,820

（収入） （収入）

参加料 37 58,000 53,500

500 (20) [内入場料等] [内入場料等] 120

23,000 18,500

[内指定管理料] [内指定管理料]

35,000 35,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

52,000 39,763

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

主催

滋賀プラスサイクル
推進協議会

〔事業成果〕
 希望が丘文化公園の地の利と特徴を活かし、老若男女がサイクルツーリズムに触れる機会となり、「ビワイチ」が取り組んでいるサイクリングを通じて交流人口の増加と滋賀の地域活性化の一
助となった。

希望が丘ディスクゴルフ大会
2021

入場者等
見込数令和3年9月26日（日） 開催中止

 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を計画したが新型コロ
ナ感染症対策のため中止した。

〔事業成果〕

（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

第15回ストックウォーキング(共催事
業) ※収入支出

とも共催者

入場者等
見込数令和3年11月23日（火・祝）

 野洲市スポーツ推進委員協議会と連携し、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することができ
た。

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

〔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３回目の開催となった。新型コロナウイルスの感染対策を充分にとりながら参加者は秋の紅葉を満喫し、元気
に園内を散策していた。

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
2022」(共催事業)

※収入支出
とも共催者

入場者等
見込数令和4年3月13日（日） 開催中止

新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった。

NPO法人YASU
ほほえみクラブ

〔事業成果〕

ビワイチプラス応援イベント 「ス
ポーツ自転車に乗ってみよう」

入場者等
見込数令和3年10月2日（土）・3日（日）

 5月23日（日）は開催中止

 サイクリングコースを活用し、ロードバイクやクロスバイ
クに試乗したり、インストラクターから自転車の乗り方やマ
ナーを学んだりして「サイクリング体験」の良い機会とな
り、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を行うことができた。

希望が丘自然観察会 入場者等
見込数令和3年10月16日（土）・令和4年3月12日（土）

 4月17日（土）、7月3日（土）は雨天中止

 季節に応じて「春の鳥たち」「梅雨時のキノコたち」「秋の
山野草と樹木たち」「早春の水辺の生物たち」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。

〔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、全４回のうち２回は天候事情で中止せざるを得なかった。
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（収入） （収入）

参加料 96 29,000 28,500

300 (26) [内入場料等] [内入場料等] 120

29,000 28,500

[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）

22,000 22,160

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

7,000 (0) [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 0 0

25,000 (0) [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 56 164,000 163,250

2,800 (0) [内入場料等] [内入場料等] 50

164,000 163,250

[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）

140,000 138,777

（収入） （収入）

参加料 55 413,000 419,460

7,000 (67) [内入場料等] [内入場料等] 60

413,000 419,460

[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）

375,000 339,413

（収入） （収入）

参加料 0 0 0

7,000 (81) [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）

54,000 53,006

“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5月23日（日）・6月20日（日）・10月9日（土）

 9月20日（月・祝）は開催中止

 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。

〔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で計画した。３密を避けるために受付以外は屋外で活動するなどの感染症対策を実施し、参加家
族に和気あいあいと楽しんでいただいた。新型コロナ感染症対策で４回中１回のみ中止した。

“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3年5月15日（土）～16日（日） 開催中止

 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〕

“きぼっこ体験事業”
希望が丘夏休み自然塾

入場者等
見込数令和3年7月28日（水）～7月31日（土） 開催中止

 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”
希望が丘夏休み林間スクール

入場者等
見込数令和3年8月14日（土） 日帰りに変更

 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観点から日帰りに変更したが、異なる地域や学年の児童が協力して活動することにより、参加児童の交流促進ができた。

“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3年12月4日（土）～5日（日）

 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

“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4年1月15日（土）～16日（日） 開催中止

 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〕
 ほぼ2年ぶりに宿泊を伴う体験活動を実施した。薪割りやたき火で焼き芋など楽しみながら里山の生活を体験することで、森を守ることの大切さや自然の中で生活する大変さと面白さを学習する
ことができた。

〔事業成果〕
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（収入） （収入）

0 0 0

(0) [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）

25 0 0

(87) [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

(0) [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 32 137,000 135,700

(34) [内入場料等] [内入場料等] 100

 38,000 36,700

[内指定管理料] [内指定管理料]

99,000 99,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

104,000 28,476

（収入） （収入）

参加料 56 317,000 316,900

5,000 (0) [内入場料等] [内入場料等] 90

317,000 316,900

[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）

302,000 300,398

第54回滋賀県スポーツ少年大会
（共催事業） ※収入支出

とも共催者

入場者等
見込数令和3年8月20日（金）～22日（日） 開催中止

 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。 滋賀県スポーツ

協会

滋賀県スポーツ少年団 ジュニア・
リーダースクール(共催事業) ※収入支出

とも共催者

入場者等
見込数令和3年12月11日（土）・12日（日）  日帰りに変更

 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、１泊2日の計
画を日帰り2日間に変更して実施した。

滋賀県スポーツ
協会

〔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

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～(共催事業)

※収入支出
とも共催者

入場者等
見込数①令和3年4月11日（日） ②令和3年9月4日（土）～5日

（日）      開催中止

 病気や障がいのある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。

滋賀・病気の子
どもたちの支援
ネットワーク

〔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3年4月25日（日）・5月9日（日）・16日（日）

 6月6日（日）・13日（日）

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。
令和3年4月11日（日）・18日（日）は新型コロナ感染症対
策のため中止した。※新型コロナウィルス感染拡大防止
対策のため、当初予定していた4月～5月(計5回)に回数
を追加して実施した。

実費負担金徴収
あり

〔事業成果〕
 参加者の中からキャンプリーダーとして31名の登録があった。現役リーダーとの交流や導きにより、キャンプリーダーの役割ややりがいを伝えることができた。

“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3年6月12日（土） 日帰りに変更

 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日帰りで実
施した。

〔事業成果〕
 新型コロナウィルス感染症対策のため、日帰りに変更して実施した。【ちびっこコース(小学1～3年生・定員60→30)】と【チャレンジコース(小学4～6年生・定員30)】に分かれ、自主・自立・協調性を
育むことを目的とした活動プログラム（調理・キャンプファイヤー等）を実施した。（ちびっこコース：29名、チャレンジコース：27名）

実費負担金徴収
あり

〔事業成果〕
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（収入） （収入）

参加料 110 611,000 611,000

2,500～4,000 (0) [内入場料等] [内入場料等] 150

411,000 411,000

[内指定管理料] [内指定管理料]

200,000 200,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

621,000 619,887

（収入） （収入）

参加料 85 826,000 825,740

27,000 (0) [内入場料等] [内入場料等] 60

638,000 637,740

[内指定管理料] [内指定管理料]

188,000 188,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

868,000 865,567

（収入） （収入）

参加料 57 353,000 352,824

5,500 (0) [内入場料等] [内入場料等] 60

353,000 352,824

[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）

325,000 325,081

（収入） （収入）

44 0 0

(82) [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）

11 0 0

(16) [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

希望が丘ファミリーキャンプフェスタ 入場者等
見込数令和3年7月3日(土)～4日（日） 1泊2日

 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た。 実費負担金

徴収あり

〔事業成果〕
 キャンプリーダーの指導・支援により、参加者が安心して活動できる機会を設けた。コロナ禍で、3密が避けられるアウトドアへの興味・関心が高まっている中、一定の成果をあげることができた。

“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
見込数令和3年8月1日（日）・8月7日（土）～8日（日）

 9日（月）～10日（火）・13日（金）～14日（土）

 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、日帰りで参加者
全員の仲間づくりのあとは20名定員で1泊2日のキャンプ
に変更し、同一内容で3回実施した。

実費負担金
徴収あり

“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3年10月9日（土） 日帰りに変更

 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1泊2日のキャ
ンプを計画していたが、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため日帰りに変更して実施した。 実費負担金

徴収あり

〔事業成果〕
 新型コロナウイルス感染症対策のため、日帰り・定員増（60→80）に変更して開催した。自主性や協調性を身につけられるよう、調理・ハイキング・キャンプファイヤー等を実施した。低学年の参
加児童は集団での活動に不慣れであるが、リーダーの指導の下協力して野外炊飯やキャンプファイヤーを経験することができたことは成果であった。

キャンプ活動の力～そのとき！あな
たにできること～(共催事業) ※収入支出

とも共催者

入場者等
見込数令和3年10月17日（日）

 滋賀県キャンプ協会との共催で、日常生活はもちろん、
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

滋賀県キャンプ
協会

キャンプインストラクター養成講習
会(共催事業) ※収入支出

とも共催者

入場者等
見込数令和3年11月19日（金）～21日(日)  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

〔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。受講後、資格を活かして各方面で活躍できるようプログラムを工夫した。

〔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。

〔事業成果〕
 小学4～6年生を対象に、希望が丘の自然の中で自主性・協調性を養い、「ＳＤＧｓ」をテーマにたくましく成長することを目的に、1日（仲間づくり・班づくり等）＋1泊2日（鏡山登山・野外調理・キャン
プファイヤー等）の日程で開催した。ＳＤＧｓでは、今後につながるプログラムを実施し、また登山を行う狙いに対して一定の成果をあげることができた。
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（収入） （収入）

参加料 128 252,000 252,100

1,000～1,500 (120) [内入場料等] [内入場料等] 120

192,000 192,100

[内指定管理料] [内指定管理料]

60,000 60,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

243,000 243,698

（収入） （収入）

参加料 104 220,000 219,100

1,500～2,000 (109) [内入場料等] [内入場料等] 120

195,000 194,100

[内指定管理料] [内指定管理料]

25,000 25,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

204,000 202,010

（収入） （収入）

参加料 0 8,000 8,100

1,000～1,500 (28) [内入場料等] [内入場料等] 60

8,000 8,100

[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）

19,000 18,890

（収入） （収入）

参加料 98 225,000 208,050

1,000～1,500 (113) [内入場料等] [内入場料等] 120

165,000 148,050

[内指定管理料] [内指定管理料]

60,000 60,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

218,000 197,127

（収入） （収入）

通年 有料 1,144 859,000 749,200

(584) [内入場料等] [内入場料等] 690

322,000 212,200

[内指定管理料] [内指定管理料]

537,000 537,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

859,000 726,481

“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3年11月7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

実費負担金
徴収あり

“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
見込数令和3年12月19日（日）

 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

実費負担金
徴収あり

〔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「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。キャンプでのテーマを意識したプログラムを展
開できたことが成果である。

“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4年1月23日(日)  開催中止

 子どもを含む家族や小グループを対象に、冬をテーマ
にしたプログラムを計画したが、新型コロナ感染症対策の
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4年3月13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

実費負担金
徴収あり

〔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。

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多くを
コロナウイルス感染拡大防止のため日帰りで実施した。 実費負担金徴収

あり

〔事業成果〕

〔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日帰りとなり、内容を縮小して実施した。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指導したことにより、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。

〔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。コロナの影響があっても、活動できることを成果としたい。
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（収入） （収入）

有料 88 4,000 4,000

200～10,000 (312) [内入場料等] [内入場料等] 200

5,000 5,000

[内指定管理料] [内指定管理料]

△ 1,000 △ 1,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

1,000 940

（収入） （収入）

有料 3,377 743,000 753,830

(1,493) [内入場料等] [内入場料等] 5,150

897,000 907,830

[内指定管理料] [内指定管理料]

△ 154,000 △ 154,000

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

（支出） （支出）

642,000 505,656

（収入） （収入）

有料 171 2,175,000 2,175,000

(260) [内入場料等] [内入場料等] 1,810

65,000 65,000

[内指定管理料] [内指定管理料]

110,000 110,000

[特定費用準備資金] [特定費用準備資金]

2,000,000 2,000,000

（支出） （支出）

2,783,000 2,474,388

（収入） （収入）

無料 28 74,000 74,000

(23) [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]

74,000 74,000

登録者数 [内民間等補助金] [内民間等補助金]

35 0 0

(35) （支出） （支出）

12,000 12,600

（収入） （収入）

無料 0 0 0

(29) [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]

405 0 0

(403) （支出） （支出）

0 0

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。

（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滋賀大学社会教育実習生11名の受け入れ・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、野外活
動や自然体験プログラムの指導依頼が激減した。

〔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が新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる一
方、大学生のインターンシップ等は引き続き取り組んだ。

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〕
 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。

〔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。

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。会
員限定イベントは新型コロナウイルス感染防止の観点か
ら中止した。

〔事業成果〕
 メルマガによって定期的に公園情報を発信することができた。普段はつながることがほとんどない登録者同士が年に一度公園で顔を合わせる会員限定イベントは好評であったが、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から中止した。

（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〕
 ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック）の運用開始により、幅広い層へ情報発信することができた。また、竜王町の河川環境美化作戦や野洲市主催のニュースポーツバイキングに継続参加すること
で、地元との連携強化や交流を深めることができた。
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合計事業数 58 事業 総入場者数 45,742 （収入総額） （収入総額）

(56) 事業 (18,616) 18,613,000 18,492,054

(4,581,000) (4,106,310)

[内入場料等] [内入場料等]

5,987,000 5,866,054

(2,819,000) (2,344,310)

[内指定管理料] [内指定管理料]

2,626,000 2,626,000

(1,762,000) (1,762,000)

[内民間等補助金] [内民間等補助金]

0 0

(0) (0)

[内基金取崩] [内基金取崩]

0 0

(0) (0)

[内特定費用準備資金] [内特定費用準備資金]

10,000,000 10,000,000

(0) (0)

（支出総額） （支出総額）

18,955,000 18,050,851

(5,849,000) (4,890,559)
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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 48,853 18,930,000 19,662,220

小人  350 (43,857) [内入場料等] [内入場料等] 40,400

幼児  250 18,930,000 19,662,220

共通利用

ﾌｧﾐﾘｰ割引

（支出） （支出）

10,533,000 10,530,962

（収入） （収入）

通年 大人  700 6,355 2,672,000 2,567,300

学生  600 (5,796) [内入場料等] [内入場料等] 6,100

小人  300 2,672,000 2,567,300

高齢者 450

共通利用

ﾌｧﾐﾘｰ割引 （支出） （支出）

3,124,000 3,099,133

（収入総額） （収入総額）

合計事業数 2 事業 入場者総数 55,208 21,602,000 22,229,520

(2) 事業 (49,653) (19,248,000) (20,177,920)

[内入場料等] [内入場料等]

21,602,000 22,229,520

(19,248,000) (20,177,920)

[内基金取崩] [内基金取崩]

0 0

(0) (0)

（支出総額） （支出総額）

13,657,000 13,630,095

(13,973,000) (15,193,404)

入場料等 入場者 予算額 決算額

円 人 円 円

（収入） （収入）

673,000 859,321

 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）

817,000 554,799

（収入総額） （収入総額）

合計事業数 1 事業 673,000 859,321

(1) 事業 (542,000) (632,729)

（支出総額） （支出総額）

817,000 554,799

(1,204,000) (1,139,065)

ア   雇用調整助成金 450,000 円
イ   緊急雇用安定助成金 86,054 円

合計 536,054 円

７ 自主事業の実績

 事  業  名  事業概要（開催日・内容）

（１）物品販売

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

〔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、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。

（２） 付帯事業

事  業  名 事業概要（開催日・内容） 備  考

物品販売等 通年

（３） 補助金
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（１） 公有財産使用料等徴収事務

件 数

件 円

9

(10)

4

(5)

13

(15)

（２）  施設整備事業

ア   橋梁点検業務（事務費含む） 1,368,000 円

イ   県産材イス設置工事（事務費含む） 320,600 円

合計 1,688,600 円

（1）情報公開
 文書公開の申出件数 0件 (0)

（2）職員研修
 ア   職場研修
 (ア) 新規採用職員研修 ３人
 (イ) 竜王町事業所内人権問題出前研修 全職員
 (ウ) 統一テーマによる職場研修 全職員
 イ   職場外研修
 (ア) 公益法人研修
 人事労務セミナー 新年度手続き業務編     インターネットによるオンデマンドセミナー ２人
 給与源泉徴収と年末調整の実務留意点            オンラインセミナー ２人
 (イ)  しがこども体験活動指導者研修会          オンライン １人
 (ウ) その他研修
 PPP/PFＩ事業等オンラインセミナー ２人

８ 受託事業の実績

種 別
施設使用料

光熱水費分担金
825,122

(1,122,871)

合   計
3,236,883

(4,395,655)

公有財産使用料
2,411,761

(3,272,784)

９ 法人運営事業の実績
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１０ 理事会開催状況

回 数 開 催 年 月 日

第12回 令和 3年 6月 3日 報告事項 職務執行状況の報告について
議第５号 令和２年度事業報告（案）について

議第６号 令和２年度収支決算報告（案）について

議第７号 第10回評議員会（定時）の招集について

第13回 令和 3年 6月23日 議第８号 理事長の選定について

（書面決議） 議第９号 常務理事の選定について

第14回 令和 4年 3月17日 報告事項 職務執行状況の報告について

議第１号 令和３年度収支補正予算（案）について

議第２号

議第３号 第11回評議員会の招集について

１１ 評議員会開催状況

回数 開催年月日

第10回 令和 3年 6月23日 報告事項 令和２年度事業報告について

議第１号 令和２年度収支決算報告（案）について

議第２号 理事の選任について

議第３号 監事の選任について

議第４号 評議員の選任について

第11回 令和 4年 3月23日 報告事項 令和３年度収支補正予算について

報告事項

審  議  事  項  等

令和４年度事業計画書、収支予算書（案）並びに
資金調達及び設備投資の見込みについて

審  議  事  項  等

令和４年度事業計画書、収支予算書並びに資金調
達及び設備投資の見込みについて
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