
平成２６年度 公益財団法人ひばり事業計画 

 

 当公益財団は高島市の財産である３つの施設の指定管理者として１０年目を迎えようと

しております。高島市の設置および管理に関する条例に記載されております目的に沿い、

住民生活の向上・住民福祉の増進を図るため、広く体育・スポーツ振興に係る事業および

自然とふれあいながら地域住民相互または都市生活者等との交流活動を推進するとともに、

やすらぎと活力ある住みよい地域社会の創造に寄与することを目的とし、管理運営を行っ

て参ります。 

 

高島市今津総合運動公園 

市民のスポーツの振興と人々の交流を図り、併せて地域の活性化と産業の発展に資する

よう努めます。 

 

高島市赤坂平家族旅行村ビラデスト今津 

琵琶湖国定公園の公園利用施設として、豊かな緑の山々と美しい景観のなかで、訪れた

人々が自然に溶け込み触れ合いながら野外活動の実践と体験を通じて健康増進と交流を深

めることにより地域の活性化を図ります。 

 

高島市体験交流施設 

 豊かな自然とゆとりある空間のなかで、農業の体験、研修を通じて農村の良さ、農業の

大切さの理解と交流を深め、併せて地域の活性化を図ります。 

 

 事業実施にあたっては、公益目的事業①「健康づくり・スポーツ振興事業」として、市

民のスポーツ振興と健康づくりに寄与するため、利用者が活動するにふさわしい「安全・

安心・快適」な施設環境を整えると共に、あらゆる年代層が参加していただける各種スク

ール・健康教室等開催していきます。 

 公益目的事業②「ふるさと・自然体験等交流事業」として、都市生活者との交流・ふれ

あいを大自然のなかでスポーツをはじめ、さまざまな体験を通じて実感していただくとと

もに、「心の豊かさ」「癒し」「くつろぎ」を体感していただく。また、田畑広がるこの高島

市の農業特産品である「そば」を利用した体験や特産品の開発を行い農村地域の活性化に

努めます。 

 収益事業「利用者への利便提供事業」として、施設を手軽に便利にご利用いただけるよ

うに、器具備品の貸出・レストハウス・売店の運営を行い、冬期には３ヵ月限定の地域特

産箱館そば加工販売店を営業いたします。 

 さらに、施設ご利用者、各事業参加者からのお声やアンケートの実施等で寄せられたご



意見を客観的に分析しＰ（計画）Ｄ（実行）Ｃ（評価）Ａ（改善）サイクルの中で再検討

を行い、より良い事業展開に繋げ、当公益財団が担うべき役割と責任をしっかりと果たし

て参ります。 

１ 健康づくり・スポーツ振興事業（公益目的事業１） 

 高島市から指定管理者として指定を受けた社会体育施設等が住民生活の向上、及び健

康・福祉の増進を図り、コミュニティづくりのための場として効果的・効率的に活用して

頂けるよう努めます。 

スポーツに対する多種多様な住民ニーズに対応するとともに、計画的な健康・体力づく

りに向けた各種プランの提供や指導を行い、スポーツ振興を促進するためスポーツ教室・

講習会・イベント等を積極的に開催します。また、地域住民が生涯スポーツを通じて社会

的交流やコミュニケーションの機会を多く持てるよう、施設環境を整えていきます。 

 

（１）スクール・教室開催事業 

 

 幼児から高齢者を対象としたスクール事業では、それぞれの目的に応じた教室を選択し

て頂けるよう、定期的なアンケート調査や現場での傾聴を意識し受講者が満足して頂ける

教室運営を目指します。テニススクールにおいては、幅広い層のニーズに対応するため、

専門知識を有する方にも適時関与して頂いております。 

 また、近年の少子化や指導者不足に伴い、スポーツ実技について派遣指導者として携わ

る機会も増え、様々な場面で活躍していけるよう、職員・コーチの知識や技術を向上させ

積極的な研修の参加や資格取得を目指します。 

 

（スイミングスクール） 

 

スポーツ教室等開催事業

スイミング詳細事業名 対象 回数 受講料

水慣れ ２歳６か月～年長児 年４４週 １５，５００円（３ヶ月）

幼児 ３歳～年長児 年４４週 １５，０００円（３ヶ月）

年８８週 １８，０００円（３ヶ月）

年１３２週 ２０，０００円（３ヶ月）

ジュニア 年長児～中学生 年４４週 １４，５００円（３ヶ月）

年８８週 １８，５００円（３ヶ月）

年１３２週 ２０，５００円（３ヶ月）



 

 

（テニススクール） 

 

 

中学生 中学生 週４回 ２０，５００円（３ヶ月）

初心者（成人）

４泳法（成人） ３０日間　５，２００円

ステップアップ

メドレー（成人） ６０日間　９，５００円

泳力認定会（成人）

マスターズ（成人） ９０日間　１２，５００円

はつらつ元気（成人） ６５歳以上の方

プライベート ２，０００円～３，５００円（４５分）

グループ（５人まで） ３，０００円～５，２５０円（４５分）

グループ（６人以上） ４，０００円～７，０００円（４５分）

幼児アクアリズム運動 保育園児 随時 １園児につき１００円

出張水泳教室 小学生 夏季 ５，０００円（２時限）

着衣泳教室 小学生 春・夏季 無料

学校水泳教室 小学生 随時 ３００円／人（２時限）

全ての方 随時

年４０週
１８歳以上の方

対象 回数

ショート ３～７歳

ミディー ７～１０歳

ジュニア

トーナメント

プライベート（スクール生）

プライベート（一般生初回）

プライベート（一般生定期）

３．硬式テニススクール

３，１００円（１時間）

１０，５００円（２時間）

５，２００円（２時間）

テニス詳細事業名 受講料

ジュニア

年４８週
１０，5００円（２ヶ月）

１０～１８歳
１２，5００円（２ヶ月）

随時

３６，０００円（２ヶ月）

３～１８歳



 

 

（短期水泳教室・無料体験） 

 

（その他教室） 

 

一般（平日）

一般（ナイター）

一般（土・日）

一般（シニア） ６５歳以上

プライベート（３～５名）

グループ（６～１２名）

１９歳以上 随時

５，２００円（１時間）

７，８００円（１時間半）

２，６００円（１時間半）／１名

２，１００円（１時間半）／１名

成人

１９歳以上
年４８週

１４，５００円（２ヶ月）

１５，５００円（２ヶ月）

１０，５００円（２ヶ月）

プライベート（１～２名）

短期水泳教室 コース 対象 回数 定員 受講料

幼児 ２歳６か月～年長児 ５日×３期 １０名 ５，０００円（１期間）

ジュニア 小学生 ５日×３期 ５０名 ５，０００円（１期間）

無料体験 ２歳６か月～年長児 １日 ２０名 無料

無料体験 小学生 １日 ２０名 無料

幼児 ２歳６か月～年長児 ５日×１期 １０名 ５，０００円（１期間）

ジュニア 小学生 ５日×１期 ５０名 ５，０００円（１期間）

幼児 ３歳～年長児 ５日×２期 １０名 ５，０００円（１期間）

ジュニア 小学生 ５日×２期 ５０名 ５，０００円（１期間）

２歳６か月～年長児 １日 ２０名 無料

小学生 １日 ２０名 無料

春季

冬季

夏季

無料体験

その他教室詳細事業名 対象 回数 定員

キッズマラソン教室 小学生 秋季 ３０名

カヌー・ヨット教室 小学生以上 夏季 ２０名

マリンスポーツ体験 小学生以上 夏季 ２０名

プールでＯＰヨット体験 小学生 冬季 ２０名

プールでカヌー体験 小学生 冬季 ２０名 ５００円

受講料

５，０００円

１，０００円

１，０００円

５００円



（２） 健康づくり事業 

 

 生活習慣病の予防・改善や高齢者・各種疾患を持った利用者を対象とした介護予防を中

心に、気軽に誰でも参加しやすい教室を開催し、加齢とともに減少する運動量、それに伴

い低下する身体機能や体力を可能な限り保持できる支援をしていきます。 

 また、今後は生理的な側面だけでなく、精神心理的効果についてストレスを発散し、生

きがいを実感することも目的とした運動プログラムの導入も検討して参ります。 

 昨年度より「公益目的健康づくり事業」に関する外部評価委員会を立ち上げ、保健師や

健康運動指導士などの専門的分野に従事されている方からの助言を頂き、各事業の見直し

等の指導を頂いております。 

 

 

（３）大会・イベント等スポーツ交流事業 

 

 地域住民が気軽にスポーツに触れ、運動やスポーツを日常的に取り組んで行くことの第

一歩として、子ども達の発達発育や成人の各世代の体力水準に応じた多様な運動・スポー

ツイベントを開催していきます。 また、シニア層向けに年間を通じて継続的に参加でき

る大会の開催や、運動公園施設を活かせる事業に取り組んで行きます。更に、スポーツ等

を通じ都市生活者との交流の輪が広がるよう、施設の提供・各種大会等の誘致を促進して

いきます。 

健康づくり詳細事業名 対象 回数 定員

やさしいヨーガ １８歳以上の方 週１回 ３０名

太極拳 １８歳以上の方 週１回 ３０名

健康体操 ６５歳以上の方 週１回 １０名

泳ぐ方のための
ストレッチと体操

１８歳以上の方 週１回 １０名

転倒・寝たきり予防
プログラム

６５歳以上の方 年２回 ３０名

トレーニングルーム
利用講習会

１６歳以上の方 随時 ５名

水中歩行 １８歳以上の方 週２回 ２０名

アクアビクス １８歳以上の方 週３回 ４０名

ポールウォーキング １０歳以上の方 不定期 ３０名

サーキットトレーニング １８歳以上の方 週１回 １０名

健康度アップポイントチャレンジ １８歳以上の方 通年 なし

健脚度測定 ６５歳以上の方 年２回 ３０名

無料

５００円（１回）

２，０００円（１回）

トレーニングルーム利用料

プール利用料

プール利用料

１，０００円（１回）

マシンルーム利用料
３００円（６５歳以上の方は２００円）

受講料

７，７００円（８回／２ヶ月）

４，１００円（４回／１ヶ月）

トレーニングルーム利用料

トレーニングルーム利用料



 

 

 

（誘致している主な大会等） 

 

 

 

大会・フェスティバル詳細事業名 対象 回数 定員

　テニス大会 １８歳以上の方 年１回 ３０名

グラウンドゴルフ月例大会 １８歳以上の方 年８回 １５０名

ゲートボール大会 １８歳以上の方 年３回 ２００名

スポーツチャレンジフェスティバル 小学生 年１回 １００名

ハッスルフェスタ ３歳～小学生 年１回 １５０名

ウォータースポーツプロジェクト 小学生とその保護者 年１回 ５０名

日本スイミングクラブ協会
公認泳力認定会

２５ｍ以上
泳ぐことができる方

年４回 １００名

水に賢い子どもを育む
年間活動型プログラム

市内小学生 通年 なし

ウォーターマラソンプロジェクト 全ての方 通年 なし

インターネット水泳記録会 全ての方 通年 なし

無料

無料

無料

５００円／人

３００円／人

２，０００円／人

５００円～５，０００円
（受験する級により異なる）

参加料

３，０００円／チーム

５００円～１，５００円／人

３，０００円／チーム

大会名 種目 利用施設 人数

全国私学女子ソフトボール大会 ソフトボール 各グラウンド 4,000

近畿私学女子ソフトボール大会 ソフトボール 各グラウンド 2,000

全国ソフトテニス研修大会 ソフトテニス 屋内・外テニスコート 500

滋賀県ソフトテニス夏季選手権大会 ソフトテニス 屋内・外テニスコート 300

全日本軟式野球大会 軟式野球 スタジアム 1,000

滋賀県高校野球秋季大会 硬式野球 スタジアム 1,000

近畿官公庁野球大会 軟式野球 スタジアム 300

滋賀県学童野球選手権大会 少年野球 スタジアム 1,000

マザーレイクカップ野球大会 学童硬式野球 スタジアム 200

京都新聞社杯少年サッカー大会 少年サッカー 各グラウンド 800

今津招待サッカー大会 少年サッカー 各グラウンド 300

高島市民体育大会 各種目 全施設 500

高島市こどもフェスティバル イベント サンルーフ 1,000

そばデスティバル イベント サンルーフ 5,000

滋賀県病院協会ソフトボール大会 ソフトボール 各グラウンド 500



２ ふるさと・自然体験等交流事業（公益目的事業２） 

 

 豊かな自然を活かした特色のあるプログラムを提供し自然の素晴らしさ・大切さを学び、

参加者同士が心のふれあいを深める事業を開催します。 

また、都市圏の人々を迎える都市交流宿泊施設として、周辺環境を最大限生かし快適な

空間の創造と「安心」「安全」な施設の管理運営を行い、観光・教育（体験学習）・環境・

レクリエーション等それぞれの分野で「自然とのふれあい」「心の豊かさ」「癒し」「くつろ

ぎ」を創造し、団体・ファミリー等、利用形態に応じたプランを提供していきます。 

 ふるさと・自然体験等交流事業においては、各種団体・学校関係の体験学習等、地域と

のふれあい・交流を目的とした「場づくり」ができるよう、定期的なマーケティングを行

い、利用者ニーズに合致した体験事業に取り組んでいきます。 

 

（１）自然体験・観察事業 

 

 家族旅行村は標高５５０メートルの高原に立地し、周囲にはめずらしい動植物が生息す

る素晴らしい環境が広がっており、自然体験・自然観察を行うには打ってつけの琵琶湖国

定公園の公園施設であり、平成７年度に開村して以来２０年の節目の年を迎えることがで

きました。 

今後もより一層ビラデストの自然をフルに活かし、主に子供達に自然の素晴らしさ・大

切さ・尊さを学んでもらう自然体験学習、自然観察等を実施していきます。 

 

自然体験・観察事業 対象 回数 定員 参加料／人

大自然とふれあう２日間（自然体験学習） 小学３～６年 １回夏休み ３０名 ８，０００円

ネイチャーエクスピアレンツ（自然体験学習） 小学３～６年 １回夏休み ２５名 １０，０００円

「自然体験」水の恵みを調べよう 小学生全般 年１回 ２５名 ３，０００円

ホタル観察会 対象制限なし １回　６月 ２５名 ３００円

星空観察会 対象制限なし 月　１回 ２０名 ２００円

モリアオガエル（卵）観察会 対象制限なし 年１回　５月 ３０名 ３００円

カエデのいろいろを探す（自然観察学習） 対象制限なし 年　１回 ５名～ 無料

葉っぱの匂いを調べよう（自然観察学習） 対象制限なし 年　１回 ５名～ 無料

紅葉する葉を調べよう(自然観察学習） 対象制限なし 年　１回 ５名～ 無料

木の実を探そう（自然観察学習） 対象制限なし 年　３回 ５名～ 無料

草花・木に咲く花を調べよう（自然観察学習） 対象制限なし 年　３回 ５名～ 無料

キャンプ講習会 対象制限なし 年１～２回 ３０名 １，０００円

ダッチオーブン料理体験教室 小学生以上 月２回 ２０名 １，５００円



 

（２）ふるさと体験等レクリエーション事業 

 

 体験交流センターゆめのは農業振興の施設として、地域特産品の「箱館そば」「富有柿」

「地元野菜」等を取扱い、体験事業や、地域農作物を活用した新たな特産品の開発も進め

て参ります。 

さらに旅行村と連携し、「ふるさと」をテーマに、都市生活者との交流、「癒し」「やすら

ぎ」「くつろぎ」を与えられる各種体験活動を盛り込んだ、日帰り・宿泊プランを提供して

いきます。 

 

 

 

 

 

火熾し体験 小学生以上 年４回 ２０名 ５００円

杭打ち体験 小学生以上 年１回 １５名 ４００円

飯盒炊飯体験 ３歳以上 年１回 １０名～ ７００円

ピザ・燻製づくり体験 小学生以上 年２回 １家族 １，５００円

ふるさと・農村体験事業 対象 回数 定員 参加料／人

水鉄砲作り体験 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円

どんぐり工房（木工体験） 全ての方 随時 １名～ ５００円

バターナイフ作り体験 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円

パンづくり体験 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円

蒔割り体験 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円

椎茸の菌打ち体験 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円

爪楊枝作り体験 小学生以上 年３回 ２０名 １，０００円

そば打ち体験 全ての方 随時 ４名～ １，０００円

もろこ釣り体験 全ての方 随時 １名～ ２，０００円

魚つかみ体験 小学生以上 夏休み ２０名 １，０００円

さつまいも堀り体験 年２回 年２回 ５０名 １，０００円

レクリエーション事業 対象 回数 定員 参加料／人

ノルディックウォーキング 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円

セラピーロードウォーキング 全ての方 随時 １名～ ５００円

カキツバタウォーク 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円

石楠花ウォーク 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円

グラウンドゴルフ大会 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円



 

３ 施設利用者への利便提供事業 （収益事業） 

 

 レストラン「ひだまり」・「赤坂平」 

 

 高島市今津総合運動公園内にある「レストランひだまり」については、運動公園を利用

されるお客様層に応じた食事の提供を行い、地域独自の食文化の良さを多くの人に知って

頂くために、「安心」「安全」を根底にお客様が食事を楽しめる空間を提供し、「ひだまり」

の持ち味である箱館そばブランドを全面に出すと共に、レストランメニューやパックプラ

ンの内容についても、季節感を出すなど創意工夫をしていきます。 

 家族旅行村にある「レストハウス赤坂平」においては、専門業者に委託しており、更な

るサービスの向上を図ります。 

 

 売店・物品貸出販売（自動販売機設置含む。） 

 

 施設を利用された方々の利便性を追求し、必要とされる物を提供します。運動公園はス

ポーツ用品を中心に、大会等で使用する各種物品の貸出、地元のお土産の販売を行います。 

 家族旅行村については、食材、キャンプ用品、野外活動用品等の販売、初心者が気軽に

キャンプを楽しんで頂けるよう各種レンタル用品の充実に努めます。 

 

箱館そば鴫野（そば店） 

 

 毎年、１２月１０日から翌年３月１０日までの期間限定として、地域で収穫した玄そば

を使用したそば店「箱館そば鴫野」の営業を行います。 

 生そばの販売を始め、薬味の野菜や醤油など地元の物を使用し、「安心」「安全」な箱館

そばの提供に努めます。 

また、今年度は県道蘭生日置前線道路整備事業により店舗の改修が必要となり、建物所

有者である三谷土地改良区の代行を受けて補償工事を行うとともに、併せて便所・外壁等

の部分修繕を行い、リニューアルされた店舗で更なる集客に努めて参ります。 

フィールドビンゴ大会 小学生以上 月１回 ２０名 １，０００円

宝探し大会 小学生以上 年３回 ２０名 １，０００円

ストーンペイントに挑戦 全ての方 随時 ４名～ １，０００円

夜の森探検（ナイトウォーク） 全ての方 随時 １名～ ２，０００円

近江坂古道を歩く 小学生以上 夏休み ２０名 １，０００円

神秘の湖～淡海湖を歩く 年２回 年２回 ５０名 １，０００円



事業実施にあたる資格一覧 

 

公益財団法人　日本体育協会　公認水泳指導員

公益財団法人　日本体育協会　公認競技役員

一般財団法人　日本スイミングクラブ協会　水泳サブインストラクラー

海洋性レクリーション指導員　アドバンストインストラクター

公益財団法人健康体力づくり事業団　健康運動実践指導者

一般財団法人　日本スイミングクラブ協会　泳力認定員

一般財団法人　日本スイミングクラブ協会　アクアフィットネスインストラクター

公益財団法人　日本体育協会　公認競泳C級審判員

日本ノルテックウォーキング協会　公認指導者

公益財団法人　日本体育協会　公認テニスコーチ

公益財団法人　日本体育協会　公認テニス教師

社団法人　日本プロテニス協会　認定プロフェッショナルコーチ

日本赤十字社　赤十字水上安全法救助員

AEA認定　アクアフィットネスインストラクター

海洋性レクリーション指導員　アクアインストラクター

日本ライフセービング協会　CPR（心肺蘇生法）

資格名称

公益財団法人　日本体育協会　公認水泳教師

公益財団法人　日本体育協会　公認水泳コーチ

 


