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平成２７年度 公益財団法人南魚沼市文化スポーツ振興公社事業報告書 

 

第１ 事業概況 

 

設立時の基本理念を念頭に、定款に掲げる目的「市民の文化芸術及びスポーツ活動など

の生涯学習の振興に資する事業を行い、もって、文化スポーツの向上を図り、健康で豊か

な活力ある地域社会の創造と福祉の向上に寄与する」を念頭に、目的達成のため、役職員

一丸となり取り組んだ。 

指定管理業務に関して、多様化する市民のニーズに応え、より優れたサービスの提供に

努め、安全・安心な管理運営を行うことを基本に、公募時の提言、提案した企画、事業の

実現、実施に取り組んだ。今後も管理施設活用型の事業展開のみならず、積極的に地域社

会での各種事業の機会の提供、活動の支援などの公益目的事業の実現に努める。 

経営の改善や改革にも積極的に取り組み、経営基盤の強化を図り、幾つかの指定管理施

設で、利用料金目標額を超えるとともに、管理経費の縮減に成功した。しかしながら、記

録的な暖冬小雪により精算科目の大幅な返還などあり、法人全体としては、減収となった。 

 

［文化振興部門］  各施設を拠点に、単に利用増を目指すだけでなく、事業を開催する

ことにより地域文化振興の一助とした。 

南魚沼市民会館（以下「会館」）では、様々なジャンルの自主事業を開催するとともに、

多くの地元団体・学校等の利用を積極的に支援した。 

 鈴木牧之記念館（以下「記念館」）では、ＰＲ看板・歓待場所設置等の新たな取り組み、

市民の更なる来館を目指した自主事業等を行うとともに、市内小学校への出前教室や展示

協力等の教育普及活動を行った。 

南魚沼市トミオカホワイト美術館（以下「美術館」）では、地域の方の協力を得て、特別

展・コンサート等の開館２５周年事業を開催した。 

一部管理受託である大和公民館及びコミュニティホール「さわらび」（以下「さわらび」）

では、市と連携し施設の適切な管理運営を行った。また、図書館・スポーツ振興係と連携

を図りながら、図書室業務・体育施設の巡視を行い、適正な管理に努めた。 

南魚沼市図書館（以下「図書館」）では、市の中心的な生涯学習施設として市民の教養、

調査研究に資するため、図書資料の収集・整備・展示・提供・保存に努めた。 

 

［スポーツ振興部門］  南魚沼市におけるスポーツの拠点施設としてディスポート南魚

沼（以下「ディスポート」）を位置づけ、市民の健康増進、余暇及び生活満足度増、スポー

ツ（運動）の日常化と医療費削減を目指して事業を開催する一方、多岐に渡るニーズへ的

確に応えお客様本位のサービスを行った。また、ディスポートを含む南魚沼市体育施設（合

計１７施設）について安全・安心を基本に業務を遂行した。 

 総合型地域スポーツクラブ「南魚スポーツパラダイス」（以下「スポパラ」）は、

生きがいのある生活、地域コミュニティの形成、青少年の健全育成、地域の活性化を目指

して事業を開催した。 

 



3 

 

第２ 各事業の報告 

 

Ⅰ-1文化振興 

－市民の文化芸術及び地域の文化活動を振興するための事業 

 

１．南魚沼市民会館（以下「会館」）における主催事業等の実施（文化芸術鑑賞の機会・場

の提供） 

 

（１）鑑賞事業（主催事業） 

役職員が各所にて営業活動を行い獲得した賛助会費を財源の１つに、鑑賞事業を展開し

た。 

質量ともに豊富な事業を開催し好評を得た一方、「ウルフルズ」はチケット販売の伸び悩

みを受け苦戦した。 

また、効率的な事業拡大を狙い、市との連携事業、共催事業を積極的に受け入れ、バラ

エティに富んだジャンルの公演を提供することが出来た。 

事業別人数（鑑賞事業） 

月日等 事 業 名 人数(人) 

5/23 松山千春コンサート・ツアー 2015「伝えなけりゃ」 1,220 

5/27 棚村基金活用事業キッズ音楽劇「モモ」 1,900 

7/2 奇跡の歌姫「渡辺はま子」 433 

9/5.6 優秀映画鑑賞推進事業 ～昭和 家族の風景～ 124 

10/14 東京スカパラダイスオーケストラ「叶えた夢に火をつけて燃やす」 924 

12/1 ウルフルズ ツアー２０１５ ボンツビカイカン 645 

 

（２）地域の文化活動支援事業（共同主催事業） 

地域で活動する団体が主体となり、市民が舞台へ上がる機会の提供を目的とした事業を、

市民団体と共同で展開した。 

文化芸術活性化パートナーシップ事業として「吹奏楽を楽しもう！ おんがくだいす

き！」を昨年に引き続き開催。小学生への楽器体験教室も合わせて開催し好評を得た。 

また、「日本のうた ふるさとのうた」では地元ゆかりのソリストとともに大勢の市民が

出演し、地域の文化活動の活性化を図ることができた。 

月日等 事 業 名 人数(人) 

8/22 吹奏楽を楽しもう！ おんがくだいすき！ 259 

10/11 岸本祐有乃＆子ども達による吹奏楽コンサート 551 

10/12 第 18回南北魚沼コーラスフェスティバル 288 

11/28 第 41回新潟県リコーダーコンテスト 450 

12/13 日本のうた ふるさとのうた 723 

3/20 第 11回南魚沼吹奏楽フェスティバル 650 
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（３）地域の文化活動支援事業（後援、その他事業） 

地域で活動する組織、団体、学校等の自主的な文化活動や地域コミュニティを支えるた

め、後援等により積極的な支援を行った。 

また地元出身者の公演や、地域の団体が主管する広域事業、館内外での地域活性化イベ

ントを積極的に後援・支援することにより、人材交流や地域活性化の一翼を担うことが出

来た。 

月日等 事 業 名 人数(人) 

4/19 笛田博昭凱旋コンサート 380 

4/29 六日町高校吹奏楽部 第 9回定期演奏会 640 

5～11月 与六市 － 

6/14 第 27回六日町芸能大会 1,200 

8/9 与六市ミュージックフェスティバル 212 

9/13 コーラス四季 40周年記念コンサート 400 

9/15 つけもん品評会 250 

10/4 第 12回チャリティー芸能まつり 1,200 

10/25 Euphorbia コンサート 170 

11/22 魚沼吹奏楽団 第 29回定期演奏会 700 

 

※事務局業務 

・技術スタッフの支援・育成（担当イベント１９件、講習会１３回、総会１回） 

・南魚沼市文化芸能団体連絡協議会の活動支援 

・南魚沼市歌舞伎振興会の活動支援 

・南魚沼吹奏楽フェスティバル実行委員会の活動支援 

※文化活動支援窓口 

・相談件数６件 

 

２．会館等の文化芸術活動拠点及び地域での教室、講座などの体験事業 

 

（１）参加創造事業 

参加創造事業は通年での３教室を継続開催した。自主公演に加え、積極的に会館内外の

イベントに出演することにより当館自体のＰＲに繋がり、地域活性化の一翼を担うことが

出来た。 

昨年に続き開催したバックステージツアー、演劇セミナーは定員以上の申込があり、舞

台芸術活動の一助となる事業を開催した。 

月日等 事 業 名 人数(人) 

前期・後期 リコーダー教室   32 

通年 南魚沼市民合唱団“うおぬま Lirica”   15 

通年 ジュニアよさこい教室 13   

 4/19 バックステージツアー 58 

1/30.31 演劇セミナー 30 
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（２）体験・参加活動事業 

ア）記念館 

越後上布や伝統的工芸品等に関連した各種体験事業を開催し、参加者に地域産業の周知

やもの作りを通した文化の普及啓発に努めた。牧之画廊では講師による描画指導を行い、

美術への興味や親しみを抱くきっかけ作りを行った。 

また、学芸員による出前教室、記念館における展示活動などの教育普及活動を通じ、鈴

木牧之の偉業、雪国の生活について紹介した。 

 

イ）美術館 

８月に開催した墨絵教室は参加者が多く回を追加して開催し、技法教室では富岡画伯の

独創的な画法に触れ、幅広い層から美術の一端に触れてもらうことができた。また、富岡

画伯について解説するジュニア学芸員鑑賞ガイドでは、総合支援学校「ＭＳＧカフェ」か

らの協力が集客増へと繋がり、学芸員を務める生徒も多くの来館者からの反応を受けるこ

とで意欲が向上し、来館者にも好評を得た。 

教育普及活動 

体験教室 

コンサート 

 

 

期 間 事 業 名 人数(人) 

5/26 出前教室（鈴木牧之等に関する講座）／塩沢小 61 

8/6～8 
夏休みナットク体験 「苧引き体験」 93 

夏休みナットク体験 「草木染め体験」 111 

10/29 牧之画廊（講師による写生指導） 33 

2/20・3/19・20 花紬たいけん つむぎ細工・押花 56 

冬期 「雪」体験（冬の生活用具を使った雪中体験） 68 

期 間 事 業 名 人数(人) 備考 

6/28・7/18. 

10/18・11/8 
ジュニア学芸員鑑賞ガイド 187 城内中学校 

期 間 事 業 名 人数(人) 備考 

8/1 体験教室「墨の世界で遊ぼう」（2回） 20  

8/8・22 体験教室「楽しくできるＴＯＭＩＯＫＡの技法」 16  

3/26 オカリナワークショップ 17  

期 間 事 業 名 人数(人) 備考 

7/18 音のメッセージ～３つのギター～ 64 文化活動支援事業 

10/12 ミュージアムコンサート～ライアーの調べ 122 
奏者：ヤン・ブラウン

シュタイン 

11/25 「音楽交流学習」リコーダーコンサート 138 
五十沢・城内・五日

町・大巻小４年生 

3/26 宿谷佳奈路オカリナコンサート 107  
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３．会館等の開発及び運営、貸与事業 

 

（１）会館 

ここ数年飛躍的な伸びを見せていた利用状況が、やや減少に転じた。利用料金は最低目

標額の２０，０００千円をクリアしたものの前年比９６％、利用者数は前年比９１％と目

標を下回った。地域の学校利用や文化団体の利用は増加したが、一般利用、営利利用が減

少したこと、周年事業等大規模なイベントが終了したことが要因となった。 

イベント主催者への打合せ等には柔軟な対応で臨み、詳細な説明、加えて舞台・音響・

照明プランの作成及び見積の提示を行った。特に市内学校及び文化団体については、単に

場所を提供するだけでなく、積極的に支援を行い、市民の文化活動促進に寄与した。 

昨年の利用者懇談会に引き続き、利用者アンケートを実施し、会館運営に反映させるべ

く利用者ニーズの把握に努めた。利用者らくらくサービスの充実など利用しやすい環境を

整備した結果、主催者の満足度が向上した。 

・市民会館見学受入 ３５人（城内小） 

 

（２）記念館 

牧之通りを訪れる観光客の取り込み策として、通りへの看板や玄関スペースへの無料休

憩所の設置、お茶の提供などを行い、休館日の変更や繁忙時期の無休営業、観光業者への

ＤＭ発送、有料広告の活用のほか、ＳＮＳ等で情報発信を行い利用者増に努めた。また、

記念館により親しみを持っていただくため、スタッフ及びボランティアによる来館者への

解説対応や小学生向けのミニ冊子作成・配布を行った。 

春先は利用者数が伸びず、集客対策としてミニ企画展等を開催し、冬期は小雪により利

用者数は前年度よりも若干増えたが、利用料金は目標額の９４％となった。 

 

（３）美術館 

六日町観光協会（八海山ロープウェー乗車券付き観覧券）や雪国観光圏（こころ号の観

光ルート）と提携した優待制度が好調で、利用者数が前年同月実績をすべて上回り、また、

夏期の特別展（市民無料）や秋の行楽シーズンに市民及び観光客が多く訪れたことなどか

ら、利用者数は前年比１５５％、利用料金は前年比１３１％、目標額の１１７％と大幅な

増となった。（市民招待者数は、前年比１，０５０％） 

 

（２）、（３）共通 

 ア）資料貸出事業（二次資料含む） 記念館１１件 美術館１４件 

 イ）館内外での解説        記念館５６件 美術館３６件 

  ウ）その他 

・小中学生の総合的な学習及び見学等受入 

記念館 １４５名（塩沢小、城内小他） 

  美術館 １５５名（城内小、大巻小他） 

 ・公社賛助会員割引券・スポパラ会員相互利用 記念館８人／美術館１８人 
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（４）さわらび 

市と連携し、施設整備、維持管理に努めるとともに、施設利用者へ懇切丁寧に応対した。

図書室業務や大和体育施設については関連部署と連携を図り適切な管理運営を行った。 

 

４．博物館等における展示事業等 

 

（１）記念館 

ミニ企画展では、牧之と交友のあった歌舞伎役者を描いた錦絵のほか、『北越雪譜』にも

登場する地芝居（農村歌舞伎）を写真パネルで展示し、牧之を広く紹介した。また、常設

展の遺墨や資料に関する解説パネルを増やし、来館者の理解・満足度が向上するように努

めた。 

 

ア）常設展示替え事業 

時 期 内     容 

7月、2月、3月 解説パネル追加 

イ）展示事業                             （人） 

期 間 事業名 有料 無料 合計 

7/1～8/31 
ミニ企画展「浮世絵に見る江戸役

者と南魚沼の地芝居」 
1,331 234 1,565 

11/14～12/14 「牧之画廊」 796 87 883 

ウ）共催・協力事業等                         （人） 

 期 間 事業名 有料 無料 合計 

協力展 

7/1～31 ＮＦＣ文化倶楽部「楽しもう絵手紙」 - - - 

12/16～28 
塩沢小学校「北越雪譜現代版～秋

の魅力満載編」 
- - - 

共催展 

2/10～3/28 

今福進人形展 

891 1,747 2,638 
協力展 

三国街道塩沢宿 ひな雪見かざり 

しおざわ昔語り「機巻き天女」 

協力事業 2/21 雪譜まつり - 1,556 1,556 

エ）出版事業 

・『牧之の生まれた塩沢宿』 ８００部増刷 

オ）その他 

・書籍等販売事業 『江戸のベストセラー 北越雪譜』他、全２０種 

 

（２）美術館 

地元と協力し、実行委員会を組織し、公社が主管となって、開館２５周年記念特別展「今

福進人形展」を開催した。富岡作品と昭和の人形のコラボが好評を博し、来館者の口コミ

効果も得て、それまで訪れたことのなかった市民が多く来館し、市内外の方から美術館の

存在を知っていただく良い機会となった。 
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「八海山を描く」では、美術館が絶好のスケッチポイントであることから、スケッチに

訪れた方の作品をラウンジに展示し、美術愛好家の作品発表の場の提供と無料観覧スペー

スの有効活用により誘客に努めた。 

ア）企画展                               （人） 

期 間 事  業  名 有料 無料 合計 

(3/14)～6/22 小品の世界 1,575 110 1,685 

6/27～11/30 白の情景～四季のうつろい～ 4,192 1,869 6,061 

12/5～3/7 白と黒の探求 616 134 750 

12/5～12/23 トミオカ南魚県展 2015 （139） （73） （212） 

3/12～(7/11) 幽玄の美 341 86 427 

イ）ラウンジ展 

月 日 事  業  名 人数 備 考 

10/12～30 ミニ企画展「八海山を描く」 （557）  

ウ）主管イベント（主催：実行委員会）                 （人） 

月 日 事  業  名 有料 無料 合計 

7/23～9/1 開館２５周年記念特別展「今福進人形展」 （1,183） （1,402） （2,585） 

エ）その他 

・売店事業 アルアート他、全１１種   

・（１）（２）共通  

雪文化３館提携事業（スタンプラリー台紙及びスタンプ作成及び観光業者等への送付） 

雪国アート回廊への参画（南魚沼市・郡内施設間での優待等） 

 

 

Ⅰ-２文化振興 

―市民の生涯学習活動を支援する事業 

１．生涯学習施設としての南魚沼市図書館へ南魚沼市と連携 

 

（１）連携内容 

  ２６年６月１日に開館した図書館は、市民の新しい集いの場として市内外から多大な

注目を浴び、来館者の総数は８１４千人となり、昨年度より利用人数、貸出数も増加し

た。 

図書館の様々な事業や利用者対応、そして図書館基幹業務について、長年の指定管理

者としてのノウハウを活かし、市と密に協働連携して図書館運営に取り組んだ。 

さらに、わかりやすく工夫したサイン作成(施設・利用・書架・テーマ展示案内用表示

等)を行い、利用者の利便性向上に尽力した。また館内図書のテーマ展示企画(月毎・時

事・季節・追悼等利)を行い、充実した利用者への資料提供に努めた。 

  

（２）事業 

ア）図書館業務（南魚沼市と協働し、市民への確実な資料提供を行った） 

  ・受入点数［購入、寄贈］ ９，８３５冊(２７年度末蔵書点数１７４，２６６冊) 
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・相互貸借数 [借用]４８８冊、[貸出]２９７冊 

イ）学校支援事業 

・総合学習、調べ学習のために図書館資料の準備等 

・職場体験学習受入６校 (六日町中・五十沢中・城内中・塩沢中・津南中・堀之内中) 

・図書館見学受入 １４件 ３２７人  

ウ）子ども読書活動推進事業 

・本を身近に親しめる環境づくりとして、図書館、ボランティアグループ、南魚沼市

保健課と協力して、子ども向け事業の支援を行った。 

・ブックスタート事業の支援（ＮＰＯブックスタートへ申請、事業準備） 

    ・「僕の私の好きな本」事業の支援(事前準備、掲示)５／１６～６／３０ 

  ・第５７回こども読書週間事業４／２３～５／１２ 

    本の付録プレゼント（利用者限定）子ども用、大人用 

  エ）館内図書のテーマ展示の企画 

 ・年間９５件の企画を開催（月展示、時事展示、季節展示、追悼展／一般用、児童用） 

オ）多目的室・展示コーナー等の図書館事業のサポート 

○開館一周年記念事業の支援 

  ・岡安芳明トリオＪａｚｚ Ｌｉｖｅ ６／１４(午後より休館)※ＭＳＧカフェ開催 

  ・水島あやめ展  ５／３１～６／２１ 

  ・冬季スキー展示 １２／２７～２／１８ 

 ○その他図書館事業の支援 

・自然災害科学実験教室「ナダレンジャー」担当 ８／９ 

・トミオカホワイト美術館開館２５周年記念事業告知協力（今福進展人形展示） 

・新潟ひょうしぎの会大型紙芝居 １１／７  

カ）その他 

・来館入場者３０万人達成日 ６／１５ 

・来館入場者５０万人達成日 ２／１８（※両日とも記念セレモニー開催） 

・図書整理…毎月第３木曜日を図書整理日（休館）とし書架整理作業等を行った。 

・巡回図書…大和・塩沢図書室へ隔月２００冊巡回図書、事前準備。 

・蔵書点検…実施せず。（平成２８年２月実施予定を４月に変更） 

・視察取材  １９件 １８９人 

 

 

Ⅱ．スポーツ振興 

－市民の健康保持増進及び地域のスポーツ活動を振興するための事業 

 

１．市民の健康保持増進事業（総合型地域スポーツクラブ運営事業） 

 

市民の健康保持増進を根幹にスポパラ事業を開催した。お客様への積極的な情報提供及

び営業活動を展開。会員数はジュニア会員増を実現し前年度超えを果たした（会員数／  

２，０９４人）。 
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教室開催においては定員以上の申込みをいただいた場合でも、抽選により断ることなく

指導員増等の対応を行い受け入れたほか、教室内の秩序維持等を図るなどお客様サービス

の充実に努めた。一方、指定管理期間における全体計画に基づき既存教室の充実を図った

ほか、楽しいキッズダンス、初めてのアロマ、ベビーマッサージ教室などの新規事業を企

画。スポパラ自体の周知を含みつつスポーツに関る機会の無かった方の取り込みを行った。 

また、職員・監視員・指導員等の資質向上研修を行い、接客・接遇対策の充実を図り総

合的なお客様の満足度及び利便性の向上に尽力した。 

 

（１）自主事業（スポパラ事業） 

ア）水泳教室（３期） ３９教室 １，１８８回  延べ３０，７４３人 

【親子・幼児コース】 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

親子  1 コース 初めての水なれ、水遊び 未就学児と保護者 毎週土 36 70 862  

幼児  5 コース 水なれ、クロールの基礎 5歳以上の未就学児 毎週水～土 180 218 2,660  

6教室    216 288 3,522 

【初級・中級･上級コース】 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

初級 8コース クロールの基礎 中級を目指す 小学生 毎週火～土 278 948 11,712 

中級 4コース ４泳法のマスター 上級を目指す 小・中学生 〃 144 363 4,404 

上級 2コース ４泳法のレベルアップ 〃 毎週木/土 72 48 567 

14教室    494 1,359 16,683 

【レディース・一般成人・シニアコース】 【水中運動コース】 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

レディース２コース クロールを泳げるように 16歳以上女性 毎週火/木 72 126 1,497 

一般成人 2 コース 
初心者から４泳法改善・

指導員資格取得まで 

中学生以上(水) 

16歳以上（金） 
毎週水/金 72 76 919 

シニア 水泳による筋力アップ 概ね 60歳以上 毎週水 36 69 843 

アクアエクササイ

ズ 3 コース 

軽快なリズムに合わせて

行う、水中運動 16歳以上 

毎週 
火/水/木 108 176 2,171 

水中歩行  水の抵抗を受けて運動 毎週金 36 78 1,308 

9教室    324 525 6,738 

【長期・短期・中級準備コース】 

教 室 名 内  容 対  象 曜日  開催回数 参加者数 延人数 

長期ビーバー ２泳法のマスター 5歳以上児童 毎週土 45 88 1,360 

〃イルカ ３泳法向上 不問 毎週木 45 64 980 

夏休み短期４コース  クロール 25ｍマスター 小学生 

夏休み 

20 180 900 

〃 中級おさらいコース 中級コース復習 小・中学生 6 13 78 

〃短 期 中 級 準 備  中級コース準備 ２期中級進級者 6 19 114 

8教室    122 364 3,432 
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【チャレンジ：障がい者、団体行動の苦手な方】 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

親子コース 親子で水中運動 主治医の許可     

排泄の意思表示 

毎週土 16 8 128 

個人コース 水中運動で体力アップ 〃 16 15 240 

2教室    32 23 368 

 

イ）子どもの教室【乳幼児・児童・ファミリー・託児付の教室】（３期ほか） 

教 室 名 内  容 対  象 曜日  開催回数 参加者数 延人数 

ベビーマッサージ教室 親子で肌のふれあい体験 未就学児と保護者 6期 水 18 46 110 

わんぱくキッズ教室 
ハイキング・陶芸・ 

デイキャンプ・運動会 など 

4歳児～小学生

と保護者 

５～２月 
毎月１回 

10 28 280 

子どもチャレンジ 

アルペンスキー教室 
アルペンスキー 

小学生 

(スキー初心者) 
毎週土 5 37 185 

リフレッシュエクササイ

ズ教室（託児付） 

ストレッチ・リズム体操など

（託児は保育士２名） 

主に未就学児を

持つ女性 
毎週木 20 28 280 

チャレンジスポーツ 

体育寺子屋 

コーディネーショントレ・ 

ディスクゴルフ など 
小学生 

6～11月 
2～3回 12 38 456 

キッズダンス ヒップホップダンス 年中～小 1 毎週木 20 35 350 

キッズダンス② ヒップホップダンス 小 2～小 3 毎週木 10 9 90 

7教室    95 221 1,751 

 

ウ）シニアスポーツ教室【仲間づくりができる教室】 

 

エ）癒しの教室【心身リフレッシュ教室】（３期） 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

４人制ワンバウンド 

バレークラブ 

4人制ワンバウンド 

バレー 
概ね 50歳以上 毎週木 22 26 572 

６人制ワンバウンド 

バレークラブ 

6人制ワンバウンド 

バレー 

女性 45歳以上・ 

男性 60歳以上 
毎週火/金 81  19 1,539 

2 教室    103 45 2,111 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

しなやかボディ教室 

（初心者、経験者）２コース 

ヨガとピラティスを一緒に

した運動 

16歳以上 

(女性のみ) 
毎週土 60 91 910 

上海蟹（上海クラブ） 太極拳（通年） 

16歳以上 

毎週水 47 20 940 

らくらく青竹教室 青竹踏みを取入れた体操 毎週木 30 120 1,200 

フラダンス教室２コース フラダンス 毎週水/木 60 148 1,480 

ﾎﾞﾃﾞｨﾒｲｷﾝグ教室２ｺｰｽ メタボ対策、関節痛軽減 毎週火/金 60 120 1,200 

初めてのアロマ教室 簡単な材料でアロマ体験 3期 金 15 24 120 

9教室    272 523 5,850 
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オ）燃焼系教室【ストレス発散、シェイプアップ】（３期ほか） 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

ステップボクシング教室 ボクシングフィットネス 16歳以上 毎週木 20 29  290 

リズム体操教室 リズム体操 〃 毎週火 30 132 1,320 

スポレッククラブ スポレック 小学 4 年生以上 毎週金 36 18 648 

卓球教室２コース 卓球教室（昼･夜）通年 小学生以上 
昼―毎週水/土 
夜―毎週火 143 102 7,293 

ネイチャーウォークスキー教室 中止／クロカンスキー冬期 〃 毎週火/木 ― ― ― 

ブートキャンプ 燃焼系トレーニング 16歳以上 毎週火 30 60 600 

6教室    259 341 10,151 

 

カ）小学生陸上競技教室【短期陸上競技技術練習】 

教 室 名 内 容 対 象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

短期陸上競技教室 陸上競技の基本練習 小学 4年生以上 夏季不定期     4     54    216 

     1教室       4     54    216 

 

キ）一人でもできるメニュー【曜日、時間自由】（通年） 

 

ク）健康体力アップ教室（メタボ対策教室）・運動きっかけづくり教室 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

若返り筋力アップ教室 楽しく運動して筋力アップ 概ね 40歳以上 ２期 金 16 26 208 

トレーニングマシン使用法講習会 トレマシン使用法説明 中学生以上 不定期 12 50 50 

2教室    28 76 258 

 

ケ）イベント                         

事 業 名 内  容 対  象 期 日 回数 参加者数 

女子サッカーワールドカップ優勝国大予想 ― 6/6～26 １ 80 

スポパラ杯卓球大会 卓球 小学生以上 10/17 １ 56 

スポパラ泳力検定会 ニチレイ泳力検定 小学生以上 11/28 1 98 

ディスポート南魚沼２５周年記念品進呈（1月 4日～） 

 

 

 

教 室 名 内  容 対象 会 期 参加者数 延 

チャレンジ坂戸山登山 めざせ年間登頂 40回  

不問 

5～10月 随時 71 2,729 回 

日本縦断ウォーキング めざせ年間 200km 

5～ 2月 随時 

0 

総距離 
949.9 
km 

〃   ランニング めざせ年間 421.95km 2 

〃   スイミング めざせ年間 60km 6 

〃   水中歩行 めざせ年間 20km 1 

〃   歩くスキー めざせシーズン 200km 12～3月 随時 0 

6教室    80  
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（２）ジュニアスポーツクラブ（１６種目５７クラブ延べ１，２８４人） 

ジュニアスポーツクラブ 内 容 

活動支援 
広報、学校配布チラシによる会員募集案内 

入会処理／名簿作成、施設利用調整、保険加入・請求事務 

活動助成金交付 57 クラブ、1,690千円 

 

（３）スポパラ協賛企業（２８社） 

スポパラ会員への無料サービスなど各種特典を設定。協賛企業及び会員双方から好評を

得た。 

 

（４）事務局業務ほか 

実 施 事 項 内  容 

職員研修、指導者研修 4回（普通救命講習、トレーニングの基礎知識等） 

ディスポート南魚沼水泳指導員会 事務局業務／会議 4回／研修会 2回 

スポーツ安全保険加入・請求事務 

加入件数 2,742件（前年比 118件増） 

会員  2,214件（子ども 1,603件、大人 611件） 

非会員  528件（子ども  112件、大人 354件、短期 62件） 

事故通知及び保険金請求等 28件（賠償 1件、傷害 27件） 

ディスポートニュース発行 3回（文化スポーツＮＥＷＳを含む） 

公社賛助会員割引券によるディスポート利用 268件（111,690円相当） 

職場体験学習受入 10人（津南中、塩沢中、六日町中） 

施設見学受入 22人（六日町小） 

市主催イベント等受付 
登録団体 61件、さわやかジョギング 29件、駅伝 31件 

ナイトウォーク 214件、八色の森マラソン 20件 

市野球連盟主催大会受付 4大会 61件 

坂戸山観光バス問合せ対応 93件（北側駐車場） 

坂戸山登山者対応 お問合せ、トイレ、駐車場等 

協賛 第 6回南魚沼グルメマラソン（6/14） 

後援 
第 13回南魚沼地域小学生親善水泳大会（8/2） 

南魚沼市サイクルフェスタ 2015(9/19,20・10/4) 

その他 

原澤珠緒選手第 8回アジアエージグループ選手権大会壮行会(9/23) 

南魚沼市体育協会設立 10周年記念式典(11/15) 

スペシャルオリンピックス 2016新潟・南魚沼市実行委員会(2/13,14) 

新潟県総合型地域スポーツクラブ／申出・認定・入会（県県民生活・環境部） 

新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会運営委員 

中越地区総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

 

（５）受託事業 

・市介護保険課委託事業「介護予防事業・水中運動教室」（３期３０回、延べ参加者７９０

人）。各期開始及び終了時、職員による各種身体計測を実施。 

・塩沢３地区センター予約受付及び使用料収納業務／１８２件。 
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２．スポーツ活動拠点の開発及び運営、貸与事業 

 

 懇切丁寧なお客様対応を基本に施設利用案内、夏期無休営業及び延長営業、休館日営業、

開閉館時間の弾力的対応、広報宣伝の実施、ＷＥＢサイト上でのディスポート利用状況及

び屋内体育施設利用状況公開を行ったほか、合宿組合、地域や利用団体及び他施設との連

携を図り利用料金目標額の達成と利用者増を目指した【利用調整会議／３地区年間３回（六

日町、塩沢、大和）。塩沢合宿利用調整会議】。 

ディスポートでは、安全・安心な施設運営及び経費縮減を掲げ営業活動を行った。利用

料金は、スポパラ無料券、賛助会員割引券使用や定期券割引（⇒営業成果）、スポパラ事業

増による収入減等を凌ぎ目標額達成を果たした（１０３％。利用者数は前年比１０６％／

新規教室開催、暖冬小雪による冬期利用者増、個人及び団体利用者増。バスケットゴール

設置）。 

屋内外体育施設の大半が無人管理施設ではあるが、丁寧に利用方法及び施設仕様等を説

明し効率的に整備を行い利用者増に努めた。各種スポーツ用品を取り揃え、整備整地作業

等、お客様の安全を第一に据え行った。また、経年劣化した施設等については可能な限り

人力での修繕を進め業務の内製化を図り経費縮減に努めた。 

学校利用等の１００％減免、登録団体制度等の根源的な課題を抱えながら、屋内外体育

施設利用料金目標額については１６施設中５施設で達成した（利用者数は前年比９３％／

合宿利用者減等）。 

  

 

Ⅲ．指定管理施設及び受託管理施設一覧 

 

施 設 名 
利用料金 

目標額(円) 
実績額(円) 差異(円) 

利用者

数(人) 

対前年

度(人) 

南魚沼市民会館 21,500,000 20,411,840 △1,088,160 88,182 △8,692 

鈴木牧之記念館 4,000,000 3,752,170 △247,830 10,804 14 

トミオカホワイト美術館 2,500,000 3,037,650 537,650 8,923 3,170 

ディスポート南魚沼 22,900,000 23,6７3,830 773,830 132,265 6,905 

二日町体育館 850,000 689,020 △160,980 13,613 283 

欠之上クロスカントリーハウス 1,100,000 759,040 △340,960 7,969 △4,077 

小栗山サンスポーツランド 510,000 282,840 △227,160 1,757 △625 

五日町雪国スポーツ館 650,000 764,140 114,140 11,488 2,855 

二日町グラウンド 400,000 179,880 △220,120 5,396 △3,073 

余川グラウンド 80,000 74,000 △6,000 613 △757 

塩沢グラウンド  90,000 72,590 △17,410 14,500 479 

石打グラウンド 70,000 61,060 △8,940 465 △361 

大福寺工業団地多目的広場 120,000 73,860 △46,140 656 △2,054 

塩沢勤労者体育センター 720,000 636,750 △83,250 11,459 1,507 

中之島農村広場 80,000 64,720   △15,280 425 △450 
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施 設 名 
利用料金 

目標額(円) 
実績額(円) 差異(円) 

利用者

数(人) 

対前年

度(人) 

すぱーく塩沢 20,000 23,600 3,600    3,835 △1,894 

大和Ｂ＆Ｇ海洋センター   290,000 292,920 2,920 22,839 693 

大和野球場 120,000 150,870 30,870 4,647 △926 

浦佐体育館 190,000 227,580   37,580 11,548 △1,637 

浦佐グラウンド 40,000 18,620 △21,380   5,241 △1,366 

大和公民館さわらび      

南魚沼市図書館      

合 計 56,230,000 55,246,980 △983,020 356,625 △10,006 

 公益目的事業の実施、実現に向け、条例、規則、基本協定書その他法令を遵守し、施設

の管理運営にあたった。 

 公益目的に該当しない施設貸与事業は、「公益目的事業に支障のない範囲」という制約の

中ではあったが、貸し出しを行い、新たな利用者の発掘及び公益目的事業の財源確保に努

めた。 

 利用状況実績詳細については、附属明細書を参照。 

 

 

Ⅳ．その他付帯事業 

 

 施設利用者の便宜及び施設利用の促進を図るため、物品販売、受託チケット販売、自動

販売機設置等の事業を行い、公益目的事業の財源確保に努めた。 

 

 

第３ 理事会、評議員会外会議等 

 

１．理事会 
 

月日 会議 議  題  等 

5/26 第 1回 議事第 1号 平成 26年度事業報告及び収入支出決算の承認について 

議事第 2号 定時評議員会の日時、場所、目的である事項等について 

報告事案第 1号 理事長、専務理事の職務の執行の状況報告 

12/15 第 1回 

臨時 

議事第 3号 特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針並びに特定個人

情報等取扱規程の制定について 

議事第 4号 各種規則、規程等の改正について 

(1)平成 28年度事業計画概要について 

(2)役員(理事)改選について 

3/10 第 2回 議事第 5号 平成 28年度事業計画書及び収入支出予算書等の承認について 

議事第 6号 第 1回臨時評議員会の日時、場所、目的である事項等について 

議事第 7号 規則の改正の承認について 

報告事案第 1号 理事長、専務理事の職務の執行の状況報告 
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２．評議員会 

月日 会議  議  題  等 

6/9 定例 議事評第 1号 平成 26年度事業報告及び収入支出決算の承認について 

3/25 第 1回 

臨時 

議事評第 2号 平成 28年度事業計画書及び収入支出予算書等の承認について 

協議事項 次期役員、評議員の改選について 

 

３．会議等  

月日 会 議 等 

10/8 役職員・評議員県内先進地視察研修会（柏崎市、妙高市） 

 

４．公益財団法人等に関する事項 

4/1 役員等の報酬及び費用弁償等に関する規則の一部改正について（常勤役員報酬額の改正） 

 


