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            公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団 

 



平成３０年度事業計画 

 

Ⅰ はじめに 

１ 法人の概況 

   当事業団は、平成２３年１０月３日に（財）桐生市体育協会、（財）桐生市市民文化 

  事業団、（財）桐生市施設管理協会の３財団が合併し、その後、平成２５年４月１日に 

公益財団法人として認定されました。 

事業団の目的は、スポーツや文化、遊園地などの事業を通じて、市民の健康と体力 

の向上、文化の振興やコミュニティーの醸成を図り、地域社会の発展と豊かな市民生 

活の形成に寄与することであります。このため、スポーツでは施設管理と競技スポー 

ツ、地域スポーツの振興を行い、文化では施設管理と芸術文化に触れあう機会の提供 

を行っております。公園・遊園地では、施設の管理と緑豊かな自然に触れる場の提供 

を実践しております。 

  現在では、法人として組織の更なる充実を図り、なお一層の労務管理や会計経理の 

一元化の推進に努めております。また、公の施設を預かる指定管理者として、長年培 

ってきた技術と専門的知識を最大限に活かしながら、利用者の視点に立った管理運営 

を行っております。さらに市民サービスの質的向上に努めております。 

そして、公益事業の担い手として自立的かつ透明性を高め、組織の経営基盤の強化 

  に取り組んでおります。 

 

 

２ 基本方針 

   平成３０年度の事業方針については、桐生市が継続的に取り組んでいる「桐生なら 

ではの地方創生」の実現に向けた施策を事業団独自に展開し、今まで以上に幅広く市 

民の多様な要望に応えるものであります。そして、スポーツ・文化・公園それぞれの 

特徴を最大限に発揮し、独創的な事業を実施してまいります。 

また、公益財団法人として、公共性と公益性に基づいた事業を継続的に推進するた 

めに、積極的に収益確保に努めるとともに、スポーツにより地域の活性化を図りなが 

ら、個性豊かな市民文化と地域文化の創造、より親しみの持てる公園の整備による人 

と人との出会い、ふれあいと交流の場の提供に努めてまいります。 

   指定管理施設の管理運営では、今後も引き続き公共性を確保し、安全かつ効率的な 

  運営を図り、趣向を凝らした自主事業を展開してまいります。そして、前例踏襲によ 

る事業の停滞を抜本的に見直し、市民要望に寄り添い、将来を見据えた事業を実施し 

てまいります。 

   また、指定管理者として、桐生市における各種の施策推進に重要な役割を担ってい 

  るものと考えており、今後も引き続き各部門の事業の効率化や法人管理部門の組織強 

化を行ってまいります。さらに、経営基盤の確立を進め、広い視野と柔軟な発想を身 

につけた職員の育成を図り、魅力ある事業実施に努めることにより、事業団としての 

存在感を高め、目的達成に向け積極的に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 



Ⅱ 事業計画 

 １ スポーツ事業 

 （１）体育施設管理運営事業 

  体育施設管理運営事業では、平成２６年度から平成３０年度までの５年間、桐生市 

 体育施設の指定管理の委託を受け、平成３０年度はその最終年度となります。体育施 

設は１３施設あり、総面積は約２５万平方メートルにも及びます。また、桐生市運動 

公園に８施設、陸上競技場の他４施設は１０キロ圏内に広く分布しているため、作業 

手順や移動方法・人員配置等を創意工夫し、より効率的な管理に努めています。 

市民のスポーツ振興を図るため、単に施設管理という視点で捉えるだけでなく生涯 

スポーツ・市民の健康づくり施策の中心的な拠点と捉え、いつでもだれでも気軽に利 

用できるよう常に施設環境を整えることに努めることはもちろん、安全に安心して利 

用できる施設の提供をいたします。 

体育施設は、実際にスポーツを行う「コート内」だけでなく、利用者の利便性を高 

める付帯施設や、スポーツ前後に憩う場等の「コート外」も含めて考える必要があり、 

「コート内外」の両面を体育施設全体として捉えて活性化を図ってまいります。 

また、昭和２９年設置の施設を筆頭に老朽化が進んだ施設が多くあり、施設毎の点 

検チェック表を作成し、施設の特異性に即した定期的な点検を行います。このように、 

故障や事故等を未然に防ぐ予防保全を行い、安全性を確保した一定の環境で常時貸出 

が出来る管理運営をします。さらに、体育施設の充実を図ることにより、全国規模の 

競技スポーツ大会の開催や地域スポーツ大会の開催をサポートし、大会の円滑な運営 

に協力するなどスポーツの普及振興に寄与していきたいと考えています。 

期間開場の「桐生市民プール」と「桐生スケートセンター」では、単なるスポーツ 

施設というだけでなく、レジャー施設という側面があり、一定期間内において多くの 

入場者を受け入れて、利用者数の確保が求められます。昨年度より始まった主催事業 

「桐生市民プール 市民サンクスデー」は、無料開放とともに水泳に係るイベントを実 

施することで、日頃、施設をご利用いただいている桐生市民に対する感謝を込めた地 

域サービスの向上を図ります。また、この事業の開催により、話題性を高め、広く桐 

生市民プールの存在と開場を周知することで、利用促進と新規利用者の拡大による利 

用者の増加を目指します。 

 

＜桐生市体育施設＞ 

①桐生市民体育館（屋内スポーツ） 

運動公園のランドマーク的存在の施設であり、各種大会開催から個人のスポーツ 

活動、多目的・多種目に対応した体育館にトレーニング室が併設されています。 

施設・備品は清潔かつ機能を正常に保持し、安全と衛生面に配慮した保守管理を 

行い、桐生市における市民スポーツ活動の拠点としての機能を果たせるよう管理運 

営に努めます。 

②桐生球場（野球等） 

高校野球・プロ野球公式戦開催に対応するとともに桐生市内のあらゆる世代の野 

球愛好家がプレーする「球都・桐生」の聖地として市民に親しまれる球場です。 

選手の全力プレーを支える安全・安心の環境を提供すべく、グラウンド整備をは 

じめ芝生管理や電気設備・用具等の保守点検、県内の球場との情報交換など施設管 

理方法のさらなる研究・向上を目指し管理運営に努めます。 

③桐生球場附属球場（野球・ソフトボール等） 

    野球、ソフトボール等の他にもイベントの開催と多目的に使用されるグラウンド 



です。ナイター照明設備を備えソフトボールや少年サッカーの練習等にも使用され 

ています。また、開放された立地のためグラウンド周囲のベンチ周辺は運動公園を 

訪れる地域市民の憩いの場として親しまれています。 

附属球場ではありながら桐生球場と同一規格で整備されたピッチャーマウンドを 

はじめ、グラウンドの整備・芝生管理においても安全・安心の環境を提供するべく 

管理運営に努めます。また、ＡＢグラウンドについては、桐生市民体育館の建て替 

えのための用地となるため、平成３０年１０月にて廃止となります。ＣＤグラウン 

ドについては、ＡＢグラウンドの機能を引き継ぐため、５月から９月までの期間、 

拡張工事を行う予定となっています。 

④桐生市民プール（水泳） 

屋外に流水プール、スライダーのある徒渉プール、５０ｍと２５ｍプールの４つ 

のプールを有し、開場中には多くの市民が水に親しんでいます。また、５０ｍプー 

ルは日本水泳協会公認プールであり、桐生市だけでなく近隣市の水泳大会も行われ 

ています。 

利用者に安全に安心して水泳を楽しんでいただけるよう監視業務や水質管理等の 

管理運営に全力で取り組みます。 

⑤相生庭球コート（庭球） 

早朝から夜間まで、個人・団体を問わず毎日使用され、多くの市民に親しまれて 

いるテニスコートです。クレイコート８面・人工芝コート４面、計１２面を有する 

当コートは各種大会の開催に対応し、人工芝コートはナイター照明設備を完備して 

おり、子供から高齢者までの幅広い年齢層が利用しています。 

クレイコートではコートの状態により散水・砂撒き・雨天後の転圧作業等の整備 

を行い、利用者にベストな状態のコートを提供出来るよう管理運営に努めます。 

⑥相撲道場（相撲） 

多くの国体選手を輩出している桐生市の相撲道場。屋内・屋外に土俵２面を有し、 

   スポーツ少年団の活動から関東大会など大会開催の実績があります。 

素足でおこなう相撲競技においては土俵表面の不陸が怪我の元となるため、表面 

整備や土の乾燥、ひび割れを防ぐ水分管理に細心の注意をはらい、安全性の確保に 

努めます。 

⑦桐生弓道場（弓道） 

弓道に特化した完全な専用設計で建てられた弓道場です。 

施設・備品の保守点検とともに、武道場として相応しい射場の芝生や建物周辺の 

各種植栽の管理運営に努めます。 

⑧ユーユー広場（サッカー・ラグビー等） 

サッカー、ラグビー、グラウンド・ゴルフ等に対応した色鮮やかな総天然芝のグラ 

ウンドです。また、グラウンドに併設された付帯施設の「ユーユー館」ではスポー 

ツ事業部の主催事業である各種スポーツ教室を多数開催しています。 

種目によって芝生の刈り高（長さ）を変更するなど、競技者にとってのベストな状 

態のグラウンドを提供するとともに、施設・用具の安全な管理運営に努めます。 

⑨陸上競技場（陸上競技） 

    第３種公認陸上競技場として多くの公式大会が開催されるとともに、市内の中高 

生の陸上部、一般の市民ランナーまで幅広く利用されています。芝生フィールドで 

はサッカー、ラグビーの大会の開催にも対応しています。 

公認取得に伴う施設・備品の規程を遵守し、適切な保守点検を行うとともに、陸上 

競技のフィールド競技とサッカー・ラグビーそれぞれの使用に耐えられるよう養生 



にも配慮した芝生の維持管理に努めます。 

⑩元宿庭球コート（庭球） 

陸上競技場に隣接する庭球コートです。クレイコート８面を有し、大会開催にも 

対応しています。 

散水・砂撒き・雨天後の転圧作業等の整備、周囲植栽の剪定、害虫駆除など適切な 

管理運営に努めます。また、住宅に隣接しているため、強風時の砂埃対策等近隣住 

民への配慮を怠らないよう努めています。 

⑪相川庭球コート（庭球） 

    クレイコート３面を有し、主に個人で使用する施設です。大会での専用使用はな 

いが、公式戦にも耐えうる品質を提供できるよう適切な管理運営に努めます。 

⑫桐生スケートセンター（アイススケート） 

ウインタースポーツを手軽に家族や友達と楽しめる東毛地区唯一のアイススケー 

ト場です。 

フィギュアスケート、スピードスケート、アイスホッケー、カーリング等の競技 

   選手育成の場としても活用されています。利用者が安心して安全にアイススケート 

   を楽しめるよう整氷整備等の適切な管理運営に努めます。 

⑬桐生境野球場（野球等） 

境野地区に位置する野球場です。スコアボードや放送設備も設置されているため、 

大会等の開催も出来ます。利用者が安全に安心してプレー出来るように管理運営に 

努めます。 

 

 （２）スポーツ振興事業 

   スポーツ振興事業では、各種事業を展開し、スポーツの普及振興を図っています。 

スポーツ大会は、スポーツ事業部が主催し、桐生市体育協会や桐生市教育委員会と 

連携し全市的な大会を開催いたします。区対抗及び町内対抗大会は地域内の交流を促 

進するとともに、一体感や活力を醸成し、地域社会の再生に寄与するものと考えてい 

ます。 

スポーツ教室は、市民にスポーツ活動を行う機会の場を提供することで生涯スポー 

ツとして継続を促し、個人の生活の質を高め、社会の発展に寄与することを大きな目 

的としています。体育協会加盟の競技団体と協働で行う競技種目入門教室と、市民ニ 

ーズに応じたスポーツプログラムを情報発信的な役割で公認指導者に講師を依頼する 

各種スポーツ体験教室があります。 

中でも、桐生市の発展を支えてきた高齢者に対して、高い安全性と効果性の両立し 

た運動種目の太極拳やグラウンド・ゴルフ等は高齢者の健康維持に適した運動であり、 

高齢化の進む桐生市においては必要性の高い教室です。そして、桐生市の未来を支え 

る子供たちに対して、運動神経の発達が著しく好奇心旺盛な児童期において、スポー 

ツに親しむことは一生涯のスポーツ活動に通じると考え、基本の運動として学校体育 

でも取り入れられ馴染みのある陸上運動・器械運動・水泳・ボール運動を内容にした 

教室を開催し、多種多様な運動を体験できる環境を提供することで、青少年の健全育 

成を図ります。 

また、複数の教室でスポーツ事業部職員が指導経験と取得資格を活かして、講師と 

して指導にあたっています。 

その他のスポーツ振興事業は、ソフト面でのスポーツ環境の整備・育成や市民のス 

ポーツに対する意識の向上を図ることを目的に種々の事業を展開しています。 

日立市・桐生市スポーツ交流会は、桐生市の国内親善都市である日立市と昭和６１ 



年にスポーツを通して交流が始まり、毎年実施をしています。隔年で会場地を移し、 

両市民の理解と友情を深め、青少年スポーツの普及振興を図り、仲間づくりや団体行 

動の規範を学ぶ機会を提供することで、青少年の健全育成に努めています。 

指導者研修会は、スポーツの本質的な素晴らしさを伝え、スポーツを安全に、適切 

に、楽しく指導することが出来る指導者の育成を目的に研修の場を提供するものです。 

スポーツ現場で中心となる指導者はスポーツ環境の大きな要素であり、より質の高 

い指導が提供されることでスポーツ環境が整い、優秀な選手の輩出及びスポーツ活動 

の継続が促されスポーツ振興に繋がると考えています。 

スポーツ講演会は、スポーツ愛好家が多数集まる場において、スポーツを広く「聞 

くスポーツ」と捉え、スポーツの分野での活躍が目覚しい桐生ゆかりの講師を招いて、 

講師の体験談、経験談などを聞くことによって、スポーツへの関心をさらに豊かに高 

めてもらうことを目的に開催しています。 

スポーツ表彰式は毎年県内外で活躍した桐生市の選手や団体に対して表彰をし、そ 

の功績を称えるものです。また、市内でスポーツ活動が盛んに行われ、スポーツを通 

じて地域の形成に取り組み、成果を上げた地区に対し敬意を表し表彰しています。さ 

らに、それらの選手を支援する目的で各種大会への出場選手や団体に対する強化費及 

び参加報償金の交付並びに各種体育団体主催のスポーツ振興事業への補助事業を行っ 

ています。 

   その他、スポーツ事業部では、桐生市内の体育団体を取りまとめる桐生市体育協会 

及び桐生市内の青少年のスポーツチームを取りまとめる桐生市スポーツ少年団の両団 

体の事務局として、その運営にあたり、桐生市のスポーツ振興に繋げていきます。 

 

 

以上のように、市民の間に行われるスポーツに関する自発的な活動を援助しつつ、 

市民があらゆる機会とあらゆる場所においても自主的にその適性及び健康状態に応じ 

てスポーツ活動に取り組むことが出来るようなスポーツ振興と施設管理の両面を兼ね 

備えた諸条件の整備に努めてまいります。 

 

 

 ２ 文化事業 

（１）市民文化会館管理運営事業 

   市民文化会館の管理運営については、昨年度開館２０周年記念事業を実施してまい 

りましたが、平成３０年度は新たな気持ちで確実に一歩ずつ歩みを進めてまいります。 

そして、今までの実績と信頼を踏まえ、さらに安心と安全を第一に考え、市民とと 

もにより一層の賑わいと親しみのある会館づくりを目指してまいります。 

   自主事業として、文化会館ロビーで開催している「アトリウムコンサート」の一層 

の充実を図り、気軽に来館することができるような雰囲気づくりに努めてまいります。 

そして、無料で開催することにより、市民が日常では触れることのできない各種のジ 

ャンルを気軽に体験し、文化会館がもっと身近に感じられるよう取り組んでまいりま 

す。 

   また、会館の貸館業務においては、シルクホールと小ホールの利用の際には、舞台 

運営の方法や舞台技術者による照明及び音響設備、舞台装置等の助言など、事業実施 

と運営の支援を行い、主催者や利用者の多様な要望にお応えし、今まで以上にサービ 

スの向上に努めてまいります。スカイホールや会議研修室の利用においても、会館が 

独自に行っている貸室利用の際の事前準備におけるレイアウト、照明や設備備品等の 



相談を受け、引き続きその要望を具現化する支援を行ってまいります。さらに、県や 

市が主催する大規模なイベントには積極的に関わり、文化会館としての存在感を高め、 

公共事業を通じて、桐生市を盛り上げるために取り組んでまいります。 

また、施設の維持管理に関して、市民文化会館は開館後２１年が経過し、耐久年数 

を超える施設設備や備品等もあります。そして、地震に伴う損壊、経年による劣化に 

伴う修繕が必要な個所が散見されておりますので、軽微な部分については適宜迅速な 

対応で適切に修繕を行ってまいります。大規模な修繕箇所については、将来を見据え、 

建物の長寿命化措置を検討しながら利用者が安心して会館を利用できるよう、桐生市 

教育委員会との連携により計画的に実施し、安全確保に配慮した施設管理運営に取り 

組んでまいります。 

 なお、平成２９年度は会館内の各室、ホールも含め全館を対象とした総合避難訓練 

を実施いたしましたが、本年度は総合避難訓練の反省を踏まえ、会館を利用する市民 

の安全の確保を考え、引き続き職員行動計画の確認や避難誘導の訓練を行ってまいり 

ます。 

   そして、指定管理者に課せられた施設運営の効率化、経費の削減による合理化、市 

民サービスの向上を図るため、これまでの経験を最大限に活かし、魅力ある独自の会 

館づくりを目指して、さらに創意工夫を重ねてまいります。 

 

（２）文化振興事業 

文化振興事業の実施につきましては、事業予算が年々厳しさを増す中でも、桐生市 

からの自主事業補助金に加えて、国（文化庁）の補助金の採択が得られるような企画 

内容で事業を展開し、県内トップクラスの事業数を維持していけるように事業を推進 

してまいります。文化振興事業の主軸となる自主・共催事業の実施計画の作成におき 

ましては、今までの事業実施により蓄積された経験を活かし、多種目・多演目の事業 

を実施してまいります。また、個別の具体的な事業の選考につきましては、多様な市 

民要望（アンケート）と文化専門委員会でのご意見などを踏まえ、また芸術性の確保 

や文化振興上の使命などを鑑みながら、均衡のとれた事業計画の作成に努めました。 

事業概要といたしましては、クラシックコンサートと伝統芸能公演など鑑賞事業を 

中心に実施していきたいと考えております。事業内容につきましても、リピーターの 

お客様を飽きさせずに新しい観客を獲得していけるようなものを考慮し実施いたしま 

す。また、ライフスタイルの変化に合わせ、平日の昼間という時間帯でスタートいた 

しましたワンコインコンサートにつきましても、徐々に定着しつつあることから、平 

成３０年度は公演数を増やして実施し、さらなる飛躍を図っていきたいと考えており 

ます。人気や話題性、娯楽性の高い事業につきましても、貸館事業などを考慮に入れ 

ながら、民間音楽事業者や鑑賞団体が行う事業などを積極的に取り入れるなどして鑑 

賞事業を補ってまいります。 

一方、芸術文化普及事業につきましても、クラシック音楽、伝統芸能（狂言・落語 

など）などの学校の教科書などで取り上げられている舞台芸術を中心に積極的に実施 

し、芸術文化への興味や関心度が高まるように努め、より一層、新しい鑑賞者の獲得 

を目指してまいります。 

最後に、個々の事業の実施にあたりましては、桐生市の文化振興の一翼を担う団体 

として、桐生市教育委員会が定めた「桐生市市民文化会館の管理運営に関する基本方 

針」のもと、その責任を果たすべく各種事業を実施したいと考えております。 

 

 



３ 公園事業 

（１）桐生が岡遊園地管理運営事業 

桐生が岡遊園地の管理運営事業については、平成元年から桐生市より管理を委託さ 

れて以来、今日までの実績・経験や手法を活かし、安全で安心して遊べる遊園地づく 

りに努めてまいります。平成３０年度は指定管理者として、５年間の指定期間の最終 

年度を迎えます。ついては、次期指定に向けた最重要年度と捉え、当遊園地の設置目 

的であります、「児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにする 

ことを目的とした遊園地」であることを再認識し、引き続き市民にとって憩いの場で 

ある遊園地として、幼児から高齢者・家族・カップルなど多様な来園者が安全で安心 

して楽しめる施設を目指し、併せて子ども達の情操を豊かに育む健全な遊び場の提供 

と、まちの賑わいの中心として出会いと感動の場の提供に努めてまいります。 

施設管理の安全、安定性については、開園から４７年が経過する施設であり、施 

設、設備ともに老朽化する中、職員による日々の始業前点検、始業後点検を適切に行 

い、ミニレールなどの大型遊器具７機種については、専門業者による年１回の法定点 

検、また、機種により年に２回から３回の保守点検を実施し安全で、安定した設備の 

稼働ができる施設管理に努めてまいります。 

安全運行とサービス向上については、事故等を未然に防止するため、遊戯施設の運 

行管理者・運転者講習を受講するとともに、遊器具ごとの運転マニュアルを作成し、 

運転時の注意すべき項目等を共有化することで、更なる安全運行に努め、また、職員 

全員がマナーアップ研修を受講し、安全で質の高いサービスの提供に努めてまいりま 

す。 

集客対策の取り組みについては、市内小学校などの夏休みや春休みを無休にし、遠 

足シーズンには休園日を減少させ、混雑予想時には近隣施設に協力を依頼し、臨時駐 

車場として借用するなどの取り組みを継続するとともに、年間を通して幼児から高齢 

者までが楽しめる各種イベントを開催してまいります。なお、県内を始め、栃木県や 

埼玉県の幼稚園や保育園、小学校など約１，６００件の団体に対して電子メールや郵 

送で案内状を送付するなどの取り組みを継続し、桐生市の観光の中心として市内はも 

とより、市外、県外からの更なる集客に努めてまいります。 

また、事業団各部との連携を図り、文化事業部で作成しているイベントチラシに、 

当遊園地の情報も掲載し、普段、当遊園地の情報を目にすることが少ない人に対して 

も、広く情報を発信するとともに、新聞、雑誌等の広告媒体やフリーペーパー、ＷＥ 

Ｂによる情報発信サイトも積極的に活用し、集客の増加に努めてまいります。 

ついては、今後も来園者が思い出に残る楽しい時間を過ごし、また来たいと思うよ 

うな事業を展開するとともに、遊器具の故障・事故の未然防止や園内各所の整備に努 

めるなど安全性を考えた中で、職員の更なる意識改革に取り組み、柔軟な発想をもっ 

てより効率的な管理運営に努めてまいります。 

 

（２）桐生市南公園管理運営事業 

桐生市南公園の管理運営事業については、平成７年から桐生市より管理を委託され 

て以来、今日までの実績・経験や手法を活かし、野球場・テニスコート・運動広場の 

運動施設と芝生広場や梅林などの総合公園として適切な管理・運営に努めてまいりま 

す。 

また、平成２９年度から平成３３年度までの５年間について、桐生市の指定管理者 

として指定を受け、平成３０年度はその２年目になります。ついては、当公園の設置 

目的であります、「市民の余暇の活用と健康増進を図ることを目的とした公園」であ 



ることを再認識し、専門的知識、資格を有す職員を配置し適切な管理・運営に努めて 

まいります。 

なお、施設管理の安全、安定性について、基本的に休園日なしの公園であることか 

ら、職員が日々、園内のトイレ清掃やゴミの回収等を実施し、衛生管理に努めるとと 

もに施設の不備等の早期発見、早期対応を実施してまいります。 

利用者のサービスの向上については、少人数で広大な敷地と施設を効率よく管理す 

る上で、事務所の不在時対応として、事務所玄関先に「職員作業場所の案内」、「転送 

電話の案内」などを明示し、更なる満足度向上を努めるとともに、職員全員がマナー 

アップ研修を受講し、安全で質の高いサービスの提供に努めてまいります。 

施設の利用者増加策については、スポーツ事業部との連携を図り、球場使用希望者 

のキャンセル待ちを実施することで、施設の空きを減らし、施設利用者の増加に繋が 

る取り組みを継続し、野球場、テニスコートなど雨天等によるグランドやコート不良 

による使用不可を早期に解消するため、職員の勤務体制を臨機応変に変更し、各施設 

が早期に使用できる対応を図るなど利用者増加に努めてまいります。 

また、事業団各部との連携を図り、文化事業部で作成しているイベントチラシに、 

当公園の情報も掲載し、普段、当公園の情報を目にすることが少ない人に対しても、 

広く情報を発信するとともに、新聞、雑誌等の広告媒体やフリーペーパー、ＷＥＢに 

よる情報発信サイトも積極的に活用し、利用者増加に努めてまいります。 

なお、当公園は梅の名所として広く知られ、毎年２月中旬から３月中旬まで開催し 

ている「梅まつり」の期間には、市外、県外からも多くの方に来園していただいてお 

り、最終日には各種団体の協力によりお茶会やダンスなどのイベントを開催しており 

ます。また、年間を通して、星空観察会や野鳥観察会、樹木剪定教室などの事業も継 

続し、公園としての魅力も多くの人に伝える取組を実施し、今後も、これら施設の快 

適な提供に努め、長年の経験を活かし適切な公園管理に努めてまいります。 

 

４ 収益事業 

（１）第一自動車駐車場管理事業 

第一自動車駐車場の管理については、安心快適に利用していただけるよう清掃や舗 

装などの環境整備を行い、利用されている方の満足度向上と利用促進に努めてまいり 

ます。 

また、収益事業として利用者の利便向上を図るとともに、公益事業の健全な運営を 

維持し補完する事業としての役割を十分に果たせるよう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１［スポーツ事業］ 

【自主事業計画】 

１ スポーツ大会 

N0. 事 業 名 種 目 区 分 期 日 会 場 

1 
第 38回 

桐生市わんぱく相撲大会 
相 撲 小学生以下 6月 3日 桐生市相撲道場 

2 
第 70回桐生市町内対抗 

軟式野球大会 
野 球 町内対抗 7月～8月 

桐生球場･附属球場 

広沢球場 

3 
第 22回桐生市区対抗 

グラウンド・ゴルフ大会 

グラウンド 

・ゴルフ 
区対抗 9月 25日 ユーユー広場 

4 
第 25回桐生市区対抗 

ゴルフ大会 
ゴルフ 区対抗 10月 3日 

桐生カントリークラブ 

赤城カントリー倶楽部 

5 
第 39回桐生市区対抗 

ソフトボール大会 
ソフトボール 区対抗 10月 21・28日 

桐生球場附属球場 

市民広場 

6 
第 31回桐生市 

リレーマラソン野球大会 
野 球  未 定 桐生球場 

7 
第 33回桐生市区対抗 

バレーボール大会 
バレーボール 区対抗 11月 18日 桐生市民体育館 

 

 

２ スポーツ教室 

No. 教 室 名 種 目 対 象 期日 会 場 講 師 

1 
初心者 

ナイターテニス 
テニス 高校生以上 春季 相生庭球コート 体協加盟団体 

2 初心者柔道 柔 道 
年長児・ 

小学生 
春季 桐生青年の家 体協加盟団体 

3 
初心者 

グラウンド・ゴルフ 

グラウンド 

・ゴルフ 
一般 春季 桐生球場附属球場 体協加盟団体 

4 入門太極拳 太極拳 一般 春季 ユーユー館 体協加盟団体 

5 親子ビクス リズム体操 幼児・一般 春季 ユーユー館 公認指導者 

6 はじめてのズンバ ダンス 一般 春季 ユーユー館 公認指導者 

7 はじめてのピラティス ピラティス 一般 春季 ユーユー館 公認指導者 

8 小学生水泳 水 泳 小学生低学年 夏季 桐生市民プール 体協加盟団体 

9 小学生軟式野球 野 球 小学生低学年 夏季 桐生球場附属球場 公認指導者 



10 
小学生  

鉄棒・マット・跳び箱 
器械運動 小学生低学年 夏季 ユーユー館 公認指導者 

11 小学生かけっこ 陸 上 小学生 夏季 陸上競技場 体協加盟団体 

12 小学生ボウリング ボウリング 小学生 夏季 桐生スターレーン 体協加盟団体 

13 小学生ラグビー ラグビー 小学生 夏季 桐生球場附属球場 体協加盟団体 

14 ステップエクササイズ 健康運動 一般 秋季 ユーユー館 公認指導員 

15 
ノルディック 

   ウォーキング 
ウォーキング 一般 秋季 未 定 公認指導者 

16 初心者バドミントン バドミントン 小学生以上 秋季 市民体育館 体協加盟団体 

17 はじめてのヨーガ ヨーガ 一般 秋季 ユーユー館 公認指導者 

18 
バランス 

コーディネーション 
健康体操 一般 秋季 ユーユー館 公認指導者 

19 
初心者こども 

アイスホッケー 
アイスホッケー 小学生 冬季 

桐生スケート 

センター 
公認指導者 

20 
初心者 

こどもスケート 
スケート 小学生 冬季 

桐生スケート 

センター 
体協加盟団体 

21 初心者ゴルフ ゴルフ 一般 冬季 未 定 体協加盟団体 

 

 

３ その他の事業 

No. 事 業 名 対 象 期 日 会 場 

1 
第 33回日立市・桐生市 

スポーツ交流会 
小学生 8月 3･4日 桐生市 

2 
桐生市民プール 

市民サンクスデー（無料開放） 
桐生市民 7月 7日 桐生市民プール 

3 スポーツ指導者研修会 一般指導者 未 定 未 定 

4 体育施設調整会議 体協加盟団体他 
平成 31年 

2月 20日 

桐生市市民文化会館 

スカイホール 

5 スポーツ講演会 一般 
平成 31年 

2月 23日 

桐生市立中央公民館 

市民ホール 

6 スポーツ功労者・優秀地区等表彰式 受賞者 
平成 31年 

2月 23日 

桐生市立中央公民館 

市民ホール 

 

 

 



４ 桐生市体育協会及び桐生市スポーツ少年団事務局事業 

No. 事 業 名 対 象 期 日 会 場 

1 広報誌「体協きりゅう」発行 桐生市民 
4月 1日 

10月 1日 
 

2 
桐生市体育協会 

加盟団体役員親善スポーツ大会 
加盟団体役員 未 定 未 定 

3 桐生市体育協会指導者研修会 加盟団体指導者 未 定 未 定 

4 
スポーツ功労者・優秀地区等 

祝賀会及び懇親会 
加盟団体役員他 

平成 31年 

2月 23日 
未 定 

5 桐生市スポーツ少年団体力測定会 登録団員 12月 8日 桐生市民体育館 

6 
桐生市スポーツ少年団 

指導者研修会 

登録指導者及び 

母集団 
未 定 未 定 

 

 

５ 桐生市との協同事業 

No. 事 業 名 種 目 期 日 会 場 

1 
第 71回桐生市民体育大会 

（主催事業） 
34競技 7月～翌年 3月 競技別各会場 

2 
ニューイヤー駅伝 

（協力事業） 
陸 上 

平成 31年 

1月 1日 
群馬県内 

3 
第 65回桐生市堀マラソン大会 

（主催事業） 
陸 上 

平成 31年 

2月 10日 
新川公園他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料２［文化事業］ 

【自主事業計画】 

◎管理運営事業 

（１）会館利用促進事業 

No. 事 業 名 対 象 期 日 会場・内容等 

1 会議研修室等利用事前打合せ 利用者 通年 
4F会議室等の利用イメージの提案 

使用機器等の具体的使用例の提示 

2 ホール利用時の舞台運営支援 主催者 通年 
シルクホール、小ホール利用の際

の運営支援と具体的な助言 

3 桐生市観光案内 来館者 通年 
土・日・祝日等における来館者へ

の観光案内の実施 

4 市民文化会館施設見学受入 一般 随時 市民文化会館施設の案内 

5 職場体験学習受入 中・高校生 随時 市民文化会館運営の体験学習 

6 避難訓練 利用者・一般 年 2回 各種災害を想定した避難訓練 

7 アトリウムコンサート 会館利用者 年 6回程度 
市民文化会館アトリウム（ロビー） 

で実施する無料コンサート 

8 各種情報の提供 来館者 通年 
情報コーナー設置ディスプレイに

自主公演や市政情報の案内の放映 

9 バックステージツアー 一般 未定 
市民文化会館シルクホール舞台裏

他の見学会 

10 各種のチケット販売 一般 通年 
市民文化会館の公演チケット及び

他館公演チケットの販売 

11 映画撮影等の協力  通年 
市民文化会館各施設を利用しての 

撮影協力 

12 
群馬県及び桐生市主催の 

イベントへの協力 
主催者 随時 

市民文化会館を利用しての大規模

イベントへの協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【自主・共催事業計画】 

◎文化振興事業 

（１）鑑賞事業の推進 

①シルク パフォーミング アーツ プロジェクト 

   ～日本の実演家たちによる地域文化活性化プログラム～ 

※ 文化庁「平成３０年度文化芸術振興費補助金 劇場・音楽堂等活性化事業」に助成申請中 

No. 事  業  名 会 場 開催月 

1 ワンコインコンサート 細川千尋 ジャズ・トリオ シルクホール 5月 18日 

2 
日本のアーティストシリーズ 

《金子三勇士とその仲間たちによる一夜限りの音楽祭》 【クラシック】 
小ホール 5月 30日 

3 
日本のアーティストシリーズ 

《ピアノ・トリオ（田部京子・矢部達也・古川展生）》 【クラシック】 
小ホール 7月 6日 

4 ワンコインコンサート 渡辺海智 ウクレレコンサート シルクホール 7月 21日 

5 ワンコインコンサート 玉川太福 浪曲の世界 シルクホール 9月 20日 

6 
日本のアーティストシリーズ 

《工藤重典フルート・カルテット（堀米ゆず子 他）》 【クラシック】 
小ホール 9月 28日 

7 ワンコインコンサート おんがくしつトリオ シルクホール 11月 3日 

8 
日本のアーティストシリーズ 

《佐藤俊介 無伴奏リサイタル》 【クラシック】 
小ホール 11月 8日 

9 伝統芸能シリーズ《大蔵流山本会（狂言）》 【伝統芸能】 小ホール 11月 21日 

10 （未就学児向けコンサート） シルクホール 12月 8日 

11 伝統芸能シリーズ《きりふ寄席》 【伝統芸能】 小ホール 
平成 31年 

1月 20日 

12 ワンコインコンサート うたごえ喫茶音楽会 シルクホール 
平成 31年 

1月 24日 

13 
日本のアーティストシリーズ 

《カルテット・アマービレ》 【クラシック】 
小ホール 

平成 31年 

2月 1日 

14 ワンコインコンサート 美炎 馬頭琴の世界 シルクホール 
平成 31年 

3月 20日 

15 県民音楽のひろば 群響クラシック・スペシャル  【クラシック】 シルクホール 
平成 31年 

3月 24日 

 

 

 

 

 



②舞台公演事業等の推進 

No. 事  業  名 会 場 開催月 

1 文化講演会 ※桐生市文化協会と共催 シルクホール 調整中 

2 ジャズナイト ※出演者及び演目については、検討中 シルクホール 調整中 

3 舞台公演 ※出演者及び演目については、検討中 シルクホール 調整中 

4 映画上映会 ※上映作品については、現在検討中 シルクホール他 調整中 

 

（２）市民参画・参加事業の推進 

No. 事  業  名 会 場 開催月 

1 OYA-G ROCKER 2019 ※ＦＭぐんまと共催 小ホール 
平成 31年 

3月 3日 

 

（３）芸術文化普及啓発 

※ 文化庁「平成３０年度文化芸術振興費補助金 劇場・音楽堂等活性化事業」に助成申請中 

No. 事  業  名 会 場 開催月 

1 夏休み親子でチャレンジ（調整中） 会議室 8月 

2 未就学児のための音楽ワークショップ 会議室 8月 

3 講師派遣事業（狂言・落語・音楽）14回程度 各小学校 調整中 

 

（４）積極的な共催事業と市民活動支援事業の推進 

①鑑賞団体や音楽事業者等との共催 

No. 共 催 団 体 事 業 名 会 場 開催月 

1 桐生音楽文化協会 機関車トーマス シルクホール 7月 22日 

2 桐生音楽文化協会 

上記公演以外 

（年 3公演程度実施） 

（出演者未定） 

シルクホール 調整中 

3 (株)アリノワ 現在調整中 シルクホール 調整中 

4 民主音楽協会 風華国楽 北京民族楽団公演 シルクホール 4月 1日 



5 ＦＭぐんま ロッカーズ地区予選会 小ホール 8月 26日 

6 大川美術館 移動大川美術館展 展示室 調整中 

 

②市民団体との共催 

No. 共 催 団 体 事 業 名 会 場 開催月 

1 市民コンサート実行委員会 
市民コンサート 

（年 3～4公演程度実施） 
小ホール 調整中 

2 ビートルズフェスタサポートクラブ ビートルズフェスタ 小ホール 9月 2日 

3 
桐生市市民文化会館友の会 

 るうふ倶楽部 

るうふ倶楽部名画鑑賞会 

（年 2回予定） 
シルクホール 調整中 

4 アトリウムコンサート 
応募による出演者 

（年 6回程度） 
アトリウム 調整中 

  

（５）桐生市市民文化会館 開館２０周年記念事業 

No. 事  業  名 会 場 開催月 

1 夢ステージ 《原正代 ファミリーコンサート》 小ホール 4月 28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料３［公園事業］ 

【自主事業計画】 

１ 桐生が岡遊園地 

 ◎自主事業 

№ 自主事業名 実施予定月 対 象 事業内容 

1 アクリジックアート実演 春季 来園者 アクリル板へのスプレーアート 

2 ゴールデンウィーク特販 5月 来園者 かき氷等の特別販売 

3 ミニ鯉のぼりプレゼント 5月 
来園者 

抽選 
回数券購入者に抽選でプレゼント 

4 よさこいダンスパフォーマンス 春季、秋季 来園者 千紫万紅によるダンス公演 

5 フォルクローレ演奏 春季、秋季 来園者 
ムシカ・アンディーナによる 

南米民族音楽公演 

6 電気安全出張相談所 6月 来園者 
関東電気保安協会による 

電気相談等 

7 八木節公演 6月 来園者 
上州八木節保存会による 

八木節公演 

8 カブト虫プレゼント 7月 来園者 
小学生以下の子どもに先着で 

プレゼント 

9 
みんなで創って・楽しむ 

七夕飾り 
7月～8月 来園者 

桐生まつりに合わせ、竹笹に願いを

込めた短冊飾り 

10 スプレーアート体験 7月 
来園者 

申込み 

カラースプレーを使ってアクリル

板に絵を描く体験教室 

11 こども縁日 8月 来園者 
お盆休みに合わせ輪投げゲーム等

を実施 

12 昔の遊び体験 8月 来園者 
生涯学習推進委員による 

昔の遊び体験 

13 
アドベンチャー号の 

スプラッシュタイム 
夏季 来園者 

アドベンシャーシップにミストを

降らせて涼しさを体験 

14 サイエンス・マジック 
小学生の 

夏季休暇等 
事前申込 科学の不思議体験教室 

15 夏休みお楽しみ抽選会 
小学生の 

夏季休暇等 
来園者 

遊器具利用回数に応じて、ガラポン

抽選でプレゼント 

16 
群馬県民の日・ 

ハロウィンイベント 
10月 来園者 数量限定のプレゼント等 

17 風船プレゼント 秋季 来園者 
小学生以下の子どもに数量限定で

風船をプレゼント 

18 リズム楽器体験 秋季 来園者 子ども達によるライブ公演 



19 高校生による吹奏楽演奏 秋季 来園者 部活動の発表を兼ねたイベント 

20 高校生によるダンス公演 秋季 来園者 部活動の発表を兼ねたイベント 

21 創作ダンス公演 春季、秋季 来園者 子ども達によるダンス公演 

22 吹奏楽公演 春季、秋季 来園者 
社会人アマチュア吹奏楽団体等の

演奏 

23 クリスマスプレゼント 12月 
来園者 

抽選 
回数券購入者に抽選でプレゼント 

24 お年玉プレゼント 1月 
来園者 

抽選 
回数券購入者に抽選でプレゼント 

25 
ぐんまちゃんと 

じゃんけんポン 
2月 来園者 

バレンタインに合わせ数量限定の

プレゼント 

26 節分、福まきイベント 2月 来園者 お菓子等の福まきイベント 

27 
さくら開花日 

ピッタリあてクイズ 
2月～3月 来園者 

桜の開花を予想して、ピッタリ当て

た方に抽選でプレゼント 

28 甘酒サービス 冬季 来園者 
数量限定で温かいノンアルコール

の甘酒をサービス 

29 ザ・ウドニーズ公演 随時 来園者 
遊園地のオリジナルソング音楽も

取り入れたバンド演奏 

30 大道芸 随時 来園者 大道芸人によるパフォーマンス 

31 
ワン太＆とらのすけが 

やってくる 
随時 来園者 

マスコットキャラクター「ワン太＆

とらのすけ」と記念撮影等 

32 
キノピーが遊園地に 

やってくる 
春季、秋季 来園者 

桐生市の PRを兼ねて「キノピー」と

の触れ合い、記念撮影等 

33 
ハロウィン、クリスマス等 

季節ごとの飾りつけ 
随時 来園者 園内の飾り付け 

その他 中学生職場体験 随時 希望者 
中学生を対象に、職場体験を受け入

れ 

その他 売店・食堂運営等 
土､日､祝日 

繁忙期 
来園者 

来園者の利便性を考慮した売店・ 

食堂の管理運営 

その他 誘客活動等 通年  
イベント会場へ出向いての 

誘客活動等 

その他 映画等の撮影協力 通年  
市のイメージアップに繋がる 

映画等の撮影に積極的な協力 

 

 

 

 

 

 



２ 桐生市南公園 

（１）指定事業 

№ 指定事業名 実施予定月 対 象 事業内容 

1 テニスにふれよう 5月 
定員 

20名 
テニス初心者の体験 

2 野鳥観察会 5月､2月 制限なし 園内を散策しながら野鳥観察 

3 市民梅狩り 6月 
定員 

350名 
市民を対象にした梅狩り体験 

4 星空観察会 8月､10月 制限なし 芝生広場での星空観察 

5 樹木剪定教室 11月､2月 
定員 

20名 
剪定の講習及び実技指導 

6 
カブトムシを幼虫から 

育ててみよう 
12月 

定員 

15名 

幼虫からカブトムシになるまでの育て

方などを学び、自然を体験 

7 梅まつり 2～3月 制限なし 期間中に写生大会、お茶会 

 

（２）自主事業 

№ 自主事業名 実施予定月 対 象 事業内容 

1 
保育園・幼稚園・ 

みやま園等の梅狩り 
6月 

定員約

250名 
市内保育園等を招待しての梅狩り体験 

2 正月ミニ飾り制作体験 12月 
定員 

10名 

お正月のミニ飾りを制作し、物作りの

楽しさを体験 

3 写真撮影講座 3月 
定員 

20名 
南公園の風景を活かした写真講座 

その他 
梅まつり期間中の 

特別イベント 
3月 制限なし 期間中に和太鼓演奏等のイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料４［収益事業］ 

【自主事業計画】 

１ 駐車場事業 

№ 事 業 名 期 日 対 象 事業内容 

1 第一自動車駐車場賃貸 更新/2年 無 
公益事業を補完するための運営 

月極駐車場 6,000円/台 

 


