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令和３年度 公益財団法人ひばり事業計画書  

 

令和３年４月 １日から 

令和４年３月３１日まで 

１ 総括 

① 全職員は、公益財団法人ひばりの「基本理念」を実現するために設定した５つの基本方

針に則り、一致団結して取り組んでいく。 

② 高島市の施設を管理運営する指定管理者として、基本協定書に沿って業務を誠実に履

行し、施設環境の維持向上と効率的な運営に努める。 

③ 新型コロナウィルス感染防止対策に関しては、行政機関からの指導を基に万全を期し

て運営していく。 

④ 各施設において「With コロナ時代」を見据えた新たな取り組みに努める。 

⑤ 施設利用者の目線に立ったサービスの向上に努めるとともに、ＳＮＳ等あらゆるツー

ルを活用し施設の魅力を積極的に発信する。 

 

（１）高島市今津総合運動公園 

① 地域住民のスポーツ振興と健康増進に取り組み、ひいては高島市の活性化と産業の発

展に寄与する。 

② 新型コロナウィルス感染対策を徹底し、利用者が快適で安心して利用できるよう施設

環境の整備に取り組む。 

③ 子供から高齢者に至る幅広い層に対応した、スポーツ・健康志向に沿った各種スクー

ル・健康教室・大会・イベント等開催し、多くの参加者を募る。 

④ 今津スタジアムは本年４月にリニューアルオープンとなることから多くの方に利用し

て頂けるよう、ホームページやＳＮＳを活用し周知していく。 

 

（２）家族旅行村ビラデスト今津 

 

① 新型コロナウィルス感染予防対策を徹底するとともに、来村者の安全を最優先にサー

ビスの提供を図る。 

② 施設の立地環境とアウトドアの強みを活かして、新たに「３密回避プラン」の企画販売

を行い、平日にはリーズナブルなプランを提供し、施設の稼働率を上げる。 

③ びわ湖を眼下に見下ろす絶景スポットをあらゆるツールを利用して発信するとともに、
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レストランで地域特産品を使った商品を開発するなど旅行村の更なる魅力を高め、利用

促進を図る。 

④ 今シーズンで３年目を迎える「カブトムシの里と世界の昆虫展」は、従来からの体験に

加え飼育グッズ等の販売も行う。 

⑤ 森の交流館の芝生広場に、多くの利用者から要望のある幼児用遊具の増設を行う。 

 

（３）体験交流センターゆめの 

 

① レストランの営業にあたっては、新型コロナウィルス感染防止対策を徹底し、安心して

飲食ができる環境づくりに取り組む。 

② お客様の多様なニーズを把握するため、定期的なアンケートの実施と継続的な業務改

善によりサービス向上に努め集客に繋げる。 

③ コロナ禍の中、運動公園利用状況に配慮した効率的な経営を行うため、土・日・祝日お

よびハイシーズン期間は通常営業とし、平日は予約制とする。 

④ 観光協会等関係団体との連携や、旅行会社へのアプローチを積極的に行っていく。 

 

２ 健康づくり・スポーツ振興事業（公益目的事業１） 

 

① コロナ禍での「新しい生活様式」が及ぼす健康二次被害を防止するために、習慣的な運

動の実践を呼び掛けていく。 

② コロナ禍において、健やかに生き生きとした生活が送れるよう、自宅で出来る運動を紹

介していく。 

③ スポーツに触れる機会を提供し、青少年の健全育成に寄与する。 

④ 施設利用者が安心してスポーツに取り組めるよう、安全な施設環境の整備と徹底した

衛生面の管理に努める。 

⑤ 公共・各種団体から各種講習会を受託し、その運営および指導にあたる。 

 

（１） スクール・教室開催事業 

① 安全のための水泳を習得できるスイミングスクールとして、年齢や泳力に応じた「水の

事故に遭わないための術」を身につけるプログラムを始める。 

② （公財）日本スポーツ協会・（公財）日本水泳連盟・（一社）日本スイミングクラブ協会

が公認する水泳教師在籍施設として、安全かつ効率的な指導が受けられる施設であるこ

とを SNS 等で発信する。 
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③ 泳力認定級を習得できるスイミングスクールとして、近隣他の施設との差別化を図っ

ていく。 

④ （公社）日本トライアスロン連合認定強化クラブとして、地域のジュニア選手の育成強

化に努める。 

⑤ テニススクールについては、有資格者であるベテランコーチ２名に若手のサポートコ

ーチ２名が加わり、指導体制が充実したことによりクラスを増設し受講生の獲得を図る。 

⑥ 夏季にカヌーを中心とした海洋性スポーツの普及に努める。 

⑦ 腰・膝・肩・肥満を対象としたメディカルアクアフィットネスを開講し、週替わりで対

象に応じた運動を実践する。 

⑧（一社）日本スイミングクラブ協会の各種講習会を運営受託する。 

 

（スイミングスクール）

対象 回数 受講料

年４４週 １５,５００円（３ヶ月）

年８８週 １９,５００円（３ヶ月）

年１３２週 ２１,５００円（３ヶ月）

中学生 週４回 ２１,５００円（３ヶ月）

小中学生 週３回以上 ２３,０００円（３ヶ月）

高校生 週２回以上 １９,５００円（３ヶ月）

週１回 １５,５００円（３ヶ月）

小中学生 週１回 １５,５００円

高校生 本科セット１９,５００円

競泳セット２７,０００円

小学生 6月～９月 １５,５００円（３ヶ月）

（１１回） 本科セット１９,５００円

初心者

ステップアップ ３０日間　　５,５００円

マスターズ

泳力認定 ９０日間　１３,５００円

メディカルアクアフィットネス

２,５００円（４５分）

３,０００円（６０分）

事業名

４歳～中学生本科コース

中学生コース

ス

ポ

ー

ツ

コ

ー

ス

競泳チーム

トライアスロンチーム

カヌーチーム

年４４週

成

人

コ

ー

ス

１８歳以上

プライベートレッスン 小学生以上 随時
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対象 回数 受講料

２,０００円（人／６０分）

１,２００円（人／５名以上）

４,０００円（人／６０分）

保育園児 随時 ２００円

小学生 夏季 ３００円（人／６０分）

市内小学生 随時 ３００円（人／２時限まで）

４歳～小学低学年 年４回 無料

事業名

幼児アクアリズム運動

着衣泳教室

学校水泳教室

お試し水泳教室

グループレッスン

水泳上達プログラム

小学生以上 随時

 

 

(テニススクール）

対象 回数 受講料

３歳～５歳

６歳～９歳

９歳～１２歳 １４４回 １３,０００円（２ヶ月）

１５,０００円（２ヶ月）

１６,０００円（２ヶ月）

６５歳以上 １１,０００円（２ヶ月）

全ての方 ３２回          １５,０００円／回

１２歳～１８歳 ２４０回 ２０,０００円（２ヶ月）

ジュニア

９６回

１１,０００円（２ヶ月）

事業名

キッズ

ミディー
９６回

グループ

１８歳以上
一般ナイター

シニア

選手

一般平日

 

 

（講師派遣事業）

対象 時期 派遣料

小中学生 夏季 ５,０００円（２時限）

市内在住在勤 年１０回 ５,０００円

１８歳以上の方

市内小学校 年２回 無料水に賢い子どもを育む

年間活動型プログラム

事業名

水泳教室

ランニング教室

 

（受託事業）

対象 時期 受講料

６０歳以上の方 通年 期間・回数による

１８歳以上の方 通年 １５,０００円／回日本スイミング協会

各資格養成講習会

事業名

元気づくりカレッジ

 



5 

 

 

（２） 健康づくり事業 

① コロナ禍での外出自粛による生活の不活発を改善する教室を開講し、健康二次被害の

軽減を図る。 

② 運動習慣の形成を図ることを目的に、地域の子どもたちが生涯にわたりスポーツに親

しむことができる教室を開催する。 

③ 日常的に身体を動かす機会の少ない現役世代が自発的・主体的に運動機会を増やせる

取り組みを進める。 

④プールを活用してアクアビクスを中心とした水中運動教室を開講し、受講者の健康増進

に寄与する。 

 

事業名 対象 回数 定員 受講料

７,７００円（８回/２ヶ月）

４,１００円（４回/１ヶ月）

１,５００円（１回）

４,１００円（４回/１ヶ月）

１,４００円（１回）

いきいきトレーニング １０,０００円

倶楽部 （１０回/６ヶ月）

健康体操 １８歳以上 週１回 １０名 トレーニングルーム利用料

トレーニング講習会 １６歳以上 随時 １名～ トレーニングルーム利用料

水中歩行 １８歳以上 週２回 ２０名 プール利用料

アクアビクス １８歳以上 週２回 ４０名 プール利用料

６０歳以上 月２回 ２５名

やさしいヨーガ １８歳以上 週１回 ３０名

太極拳 １８歳以上 週１回 ３０名

 

 

（３）大会・イベント等開催事業 

① 高齢者の運動習慣形成とコミュニティづくりを目的に、年間を通じて継続的に参加で

きる大会を開催する。 

② 市内の小学生を対象にした水泳記録会を開催する。 

③ 本年４月にリニューアルオープンする「今津スタジアム」および昨年７月に供用開始し

た「第４グラウンド」の利用促進に向け、関係機関・団体と連携し各種大会の一層の誘致

に努める。 
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事業名 対象 回数 定員 参加料

１００名～

２００名

グラウンドゴルフ

チャンピオン大会

２,０００円～３,０００円

（１チーム）

水泳記録会 市内小学生 年１回 ５０名 ３００円

２５ｍ泳げ

る方
通年 無し 無料泳力認定会

５００円～２,４００円/人

１,０００円/人

ゲートボール大会 １８歳以上 年４回 ２００名

グラウンドゴルフ月例会 １８歳以上 年9回

１８歳以上 １回 １００名前後

 

 

３ ふるさと・自然体験交流事業（公益目的事業２） 

（１）自然体験・観察事業 

① ビラデストの自然を活かした魅力的な事業を毎月定期的に行う。 

② お客様からの要望による各種体験・観察事業を提供し、専門知識を有したスタッフによ

る支援を行う。 

③ 毎年好評を博する「星空観察会」「クワガタ飼育体験」を継続実施し、集客力の向上に

繋げる。 

④ 利用者の満足度向上のためフィールドの整備、維持管理に配慮するとともに、施設の立

地・環境を活かした特色のある事業を行う。 

 

事業名 対象 実施予定回数 参加料

星空観察会 8回 ８００円/回

オオクワガタを育てよう ２回 ２,０００円/回

世界の昆虫展とカブト虫の里 ２１回 ４００円/回

ビラデストの自然と遊ぶ １回 ３,０００円/回

ノルディックウォーキング ５回 １,０００円/回

セラピーロードウォーキング ５回 １,０００円/人

山野草ウォーキング シーズン中 ３,０００円/人

フィールドビンゴ 随時 １００円/回

全ての方

 

 



7 

 

（２）ふるさと・体験等レクリエーション事業 

① 地元で収穫したそば粉を使った「そば打ち体験」に関しては、じゃらんネット予約など

あらゆる媒体を通じて利用者の増加を図る。 

② 「琵琶湖固有のホンモロコ釣り体験」は６～10 月の期間開催する。 

③ 他に類を見ない風光明媚なグラウンドゴルフ場の魅力を積極的に発信し、新たな誘客

に努める。 

④ 子供会や学校団体には、各種体験スタッフの派遣や様々なニーズに対応できる多彩な

プランを提供する。 

 

事業名 対象 実施予定回数 参加料

そば打ち体験 随時 １，０００円／人

もろこ釣り体験 ６月～１０月 ２，０００～３，０００円

春山開き 年１回 無料

キャンプファイヤー 要予約 ６,２００円／回

魚つかみ 要予約 ２１,０００円／回

どんぐり工房（木工体験） 随時 ５００円／回

絵付け体験 要予約 ３００円／回

宝探し体験

ストーンペイント

流しそうめん体験 １，３００円／人

草木染め

バームクーヘン作り

勾玉作り 随時

飯盒炊飯体験 随時

焼き芋体験 年１回

竹パン作り体験 年１回

グラウンドゴルフ日帰りパック 随時 ３,０８０円／人

全ての方

要予約

５００円／回

５００円／回

 

 

４ 施設利用者への利便提供事業（収益事業） 

 

（１）運動公園・ゆめの 

① テイクアウト販売を強化するため、運動公園施設を予約された方に「ゆめの特製弁当」
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の案内チラシを配布（送付）する。 

② コロナ禍の中、レストラン内での食事を気にされる方にテイクアウトメニューを用意

する。 

③ レストランにおいて新メニューの開発と地元特産品のお土産の充実を図り、集客力向

上に努める。 

  

（２）家族旅行村ビラデスト今津 

① コテージ、キャンプ場等の宿泊客を対象に食事付きプランの販売を促進する。 

② 宿泊しなくても日帰りで食事や旅行村を楽しめるプランの販売強化に努める。 

③ 団体客への食材販売と併せて調理に必要な器具・備品・消耗品を提供する。 

④ お客様のニーズに合わせた各種多様なレンタル品を取り揃え、各施設のグレードアッ

プを図る。 

 

（３） 箱館そば鴫野 

 

① 営業期間は本年１２月１０日から３月１０日とし、誠意と感謝をもって接客対応し、更

なるリピーターの確保に努める。 

② 自宅で「箱館そば鴫野」の味を楽しんでもらえるように、コロナ禍で始めた宅配サービ

スの更なる拡充を図る。 

③ 伝統の味・ふるさとの味を守り、安心安全な食事と生そばの提供を行う。 

 


