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平成２９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、定款に掲げる目的達成のため、役職員一丸となって取り組

んだ。 

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るとともに、あわせて、

様々な研修、有期雇用契約の見直し等を行い、専門性の高い技術、能力開発等人材育成に

繋げ、組織体制を確立し法人の長期的・安定的な運営を目指した。 

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、提案の実現、実施に取

り組んだ。特に前年度収益を財源とし、公益目的事業の拡大を実施し（新規事業、用品・

用具の更新等）、市民へ還元することができた。 

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。 

 

［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、常設資料の展示替えや越後上布体験教室、北越

雪譜に関連する講座を開催した。 

南魚沼市トミオカホワイト美術館（以下「美術館」）では、積極的なアウトリーチ活動や、

ラウンジを活用した事業を開催し、富岡画伯の芸術観や地域文化を広く周知した。 

また記念館、美術館の両館で雪文化３館提携２５周年特別展を開催した。 

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、市民の健康増進を根幹に据え、広く市民の参加を

図り、ライフステージに対応したスポーツ（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。 
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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．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。「大黒摩季」はチケット完売。「佐渡裕指揮

シエナ・ウインド・オーケストラ」は文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

の助成を受け開催。目標を大きく上回った。 

また、効率的な事業拡大を狙い、共催事業等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できた。 

事業別人数（鑑賞事業） 

月日等 事 業 名 人数(人) 

4/25 よしもとお笑いまつり in 南魚沼 789 

6/3 マイタウン・コンサート～はじける金管サウンド～ 158 

6/25 大黒摩季コンサート 1,229 

9/2・3 優秀映画鑑賞推進事業 サスペンス名作劇場 116 

9/28 棚村基金活用事業 スクールコンサート 1,800 

10/4 春風亭昇太独演会 1,025 

11/17 沢田研二コンサート 1,000 

12/10 佐渡裕指揮シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会 2017 1,114 

 

（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「おんがくだいすき！」を継続開催。小学

生への楽器体験教室も併せて開催し好評を得た。 

会館での開催が定着している地域の団体が主管する広域事業を継続開催し、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) 

8/26 おんがくだいすき！ 273 

10/9 第 20回南北魚沼コーラスフェスティバル 500 

12/2 第 43回新潟県リコーダーコンテスト 400 

12/3 10th うおぬま Lirica コンサート 268 

3/18 第 13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、文化団体、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、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できた。 

月日等 事 業 名 人数(人) 

5/7 六日町高等学校吹奏楽部 第 11回定期演奏会 600 

5・11月 与六市 － 

6/11 第 29回六日町芸能大会 1,200 

7/23 コーラス四季 サマーコンサート 300 

8/6 復興支援 与六市 夏まつり 夕市 350 

9/15 つけもんの陣 250 

10/1 第 14回チャリティー芸能まつり 1,200 

10/21・22 第 26回六日町美術協会展覧会 250 

11/23 魚沼吹奏楽団 第 31回定期演奏会 550 

11/25 ＭＳＧフェスタ 1,000 

2/9 ナナシのマルシェ 500 

2/24 TSUNEI ～南魚沼でただいまライブ～ 700 

 

※事務局業務 

・技術スタッフの支援・育成（担当イベント２０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 

・南北魚沼コーラスフェスティバル実行委員会の活動支援 

・南魚沼吹奏楽フェスティバル実行委員会の活動支援 

・南魚沼市混声合唱団の活動支援 

※文化活動支援窓口 

・相談件数１２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

できた。 

昨年に続きバックステージツアー、演劇セミナーを開催し、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／ビギナーズリコーダークラブ  27 

通年 南魚沼市民合唱団“うおぬま Lirica”   15 
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通年 ジュニアよさこい教室 9   

 5/21 バックステージツアー 45 

1/14 演劇セミナー 18 

 

（２）体験・参加活動事業 

ア）記念館 

継続開催した地域文化体験事業に加え、うちわ作り、簡易機織り講座を新たに開催。体

験事業の充実を図った。また地元団体等への講座を行い、鈴木牧之や北越雪譜を周知する

普及活動を行った。 

 

イ）美術館 

新規事業としてチョークアート体験教室を開催。定員以上の申込みがあったため、回数

を増やして実施し、体験事業の充実を図った。 

また、伝統芸能鑑賞やミュージアムコンサート、FM ラジオ生放送「あの頃青春グラフィ

ティ 70’connextion」、ジュニア学芸員鑑賞ガイドの発表を通して、地域や美術館の魅力を

発信し、利用者の拡充に努めた。 

月日等 事 業 名 人数(人) 

7/28・29・30 

夏休みナットク体験 「苧引き体験」 64 

夏休みナットク体験 「草木染め体験」 80 

うちわ作り体験 29 

簡易機織り体験 57 

※7/28は市教委主催『のびのび体験』のため特別開催 

2/17・18 
花紬たいけん つむぎ細工 13 

花紬たいけん 押花 16 

通年 「雪国」体験（冬の生活用具を着用・使用体験） 163 

6/10・17 

十日町市博物館講座「郷土の遺産Ⅵ雪」 

「北越雪譜を著した鈴木牧之」 

「北越雪譜に見る雪国のくらし」 

63 

9/23 
雪文化 3館提携 25周年記念特別展 展示解説 

鈴木牧之と北越雪譜について／十日町市博物館 
6 

10/27 「鈴木牧之講座」／燦々会 20 

11/11 「鈴木牧之講座」／苗場山麓ジオパークガイド部会 16 

月日等 事 業 名 人数(人) 備 考 

6/25・7/2 チョークアート体験教室 43  

8/5 体験教室「楽しくできるＴＯＭＩＯＫＡの技法」 7  

8/6 体験教室「墨の世界で遊ぼう」 4  

9/2 

あの頃青春グラフィティ 70’connextion 

FM ラジオ公開生放送 
316 主催：八海山城内観

光協会 
NSP中村貴之ミニライブ 163 
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３． 会館等の開発及び運営、貸与事業 

 

（１）会館 

好調だった昨年と比較すると、やや減少に転じた。利用料金は前年比９６．４％、利用

者数は前年比９８．１％となったが、利用日数、利用件数は増加した。一般利用、営利利

用が減少し、学校や文化団体の利用件数が伸びたことが要因と考えられる。 

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 ７１人（六日町小・北辰小） 

 

（２）記念館 

上半期の利用者数は前年より増加傾向にあったものの、前年比８０．４％となった。利

用料金は、４，０００千円に届かず、目標額達成率８７．９％、前年比９４．２％と下回

った。夏以降の繁忙期に集客が伸びなかったことが要因と考えられる。 

牧之通りへの看板設置やお茶の提供・休憩所の設置を継続し、玄関で雪国体験や絵手紙

展示を行うなど、無料スペースを有効活用した。また、売店スペースの拡充、スロープの

改修を行い、利用しやすい環境を整えた。 

  

（３）美術館 

年度当初から利用者数が伸び悩み、前年比８３．２％に留まり、利用料金は目標額達成

率８０．０％となった。 

９月に開催した FM ラジオ公開生放送には、県内外から多くのファンが来館し一時的に

利用者が前年比増となったが、団体利用者や夏・秋の繁忙期の集客が伸びず、利用者増に

繋がらなかった。 

ラウンジでの市民ギャラリー開催のほか、利用者からの要望に応え喫茶営業を開始。景

観と合わせた憩いの場の提供により、地域に密着した美術館運営を行った。 

9/9 ライアーコンサート 66 
奏者：ヤン・ブラウン

シュタイン 

9/10 能楽への誘い 153 出演：白謡会 

11/15 「音楽交流学習」リコーダーコンサート 125 
五十沢・城内・五日

町・大巻小 4年生 

6/18・10/29 
ジュニア学芸員鑑賞ガイド 

※10/29は城内地区文化祭 
129 

城内中学校ボランテ

ィア活動 

11/6 富岡惣一郎解説／ギャラリー葵・楽庵 70  
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（２）、（３）共通 

 ア）資料貸出事業（二次資料含む） 記念館１８件 美術館２４件 

 イ）館内での解説         記念館７１件 美術館４２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 ２１８人（塩沢小、中之島小他） 

  美術館 １１６人（城内小、五日町小他） 

 ・公社賛助会員割引券・スポパラ会員相互利用 記念館２１人／美術館２８人 

 

（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の巡視等、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 

『北越雪譜』の解説を中心に館内常設のパネルをリニューアル。読みやすさに重点を置

き、ルビや文字の大きさ・量を工夫しながら、より詳しい解説パネルを追加した。 

夏に開催したミニ企画展では、小学生から大人まで楽しみながら学べるよう展示を工夫

し、鈴木牧之に興味を持ってもらえるような内容にした。また、会期中は、関連書籍の売

り上げが伸びた。 

雪文化３館２５周年事業では、織物の歴史を掘り下げ、北越雪譜の記述と併せ紹介する

ことで、地域の歴史や雪文化を発信できた。 

 

ア）常設展示替え事業 

月日等 内     容 

7・11月 解説パネルリニューアル、牧之資料展示替え 

イ）企画展                                 （人） 

月日等 事業名 有料 無料 合計 

7/26～9/4 ミニ企画展「クイズ鈴木牧之」 1,042 197 1,239 

クイズ応募者数：102人（全問正解者の中から抽選で 10人に賞品発送） 

9/13～11/19 
雪文化 3 館提携 25 周年記念特別

展「北越雪譜と織物」 
2,381 241 2,622 

10/21 展示解説会 27 

ウ）共催・協力事業等                            （人） 

 月日等 事業名 有料 無料 合計 

共催展 2/7～3/26 今福進人形展 816 1,214 2,030 

協力展 
5/27～6/30 カタクリ絵手紙展 964 72 1,036 

2/7～3/26 三国街道塩沢宿 ひな雪見かざり （816） （1,214） （2,030） 

協力事業 2/17 雪譜まつり - （939） （939） 
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エ）貸出事業 

貸出先 企画展名 会期 貸出点数 

韓国国立無形遺産院 
2017年特別招聘展示「韓国と日本

の人類無形遺産―カラムシ織り」 
8/2～9/24 

25点（越後上

布製作道具） 

十日町市博物館・トミ

オカホワイト美術館 
雪文化 3館提携 25周年記念特別展 9/14～11/19 

3点（北越雪譜

挿絵パネル） 

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 

・事務局業務 塩沢・牧之通りを彩る和のキルト展実行委員会の活動支援 

 

（２）美術館                            

年４回の展示替えを行い、作品と併せ関連する富岡画伯の手記等を展示した。 

雪文化３館２５周年事業では、市内の写真家２人の作品を展示し、雪がもたらす恵みを

写真を通して発信した。 

ラウンジ展「城内さんぽ」では、地域の協力を得て、『新編城内郷土史』を参考に各地区

の歴史を紹介、美術館を訪れる地域住民が増えた。また「市民ギャラリー」では、市民に

作品発表の場を提供し、地域の文化活動の支援を行った。 

 

ア）企画展                               （人） 

月日等 事  業  名 有料 無料 合計 

(3/25)～7/18 The four seasons 1,460 154 1,614 

7/22～11/19 水面－光と影－ 2,200 917 3,117 

9/14～11/19 
雪文化 3館提携 25周年記念特別展 

「天の恵みをいただいて－水・光・風－」 
（1,345） （332） （1,677） 

10/14・11/5 ギャラリートーク 32 

11/25～3/27 山と木立 644 211 855 

11/25～12/24 トミオカ南魚県展 2017 （180） （91） （271） 

3/31～(7/17) 越後の風景 34 3 37 

イ）ラウンジ展                            （人） 

月日等 事  業  名 人数 備 考 

通年 

城内さんぽ～歴史編～ 

570 

月毎に展示替え 

市民ギャラリー  
月毎に展示替え  

27名の作品を展示 

※観覧無料スペースのため観覧者数に含まず。 

 

ウ）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（スタンプラリー開催、印刷物増刷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） 
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エ）貸出事業 

貸出先 企画展名等 会期等 貸出点数 

十日町市博物館・鈴

木牧之記念館 

雪文化 3館提携 25周年記念

特別展 
9/14～11/19 2点（油彩画作品） 

上越市ギャラリー葵・

楽庵 
富岡惣一郎の世界・展 11/6 

14点（写真、描画道

具等）※ 

城内地区文化祭 ジュニア学芸員鑑賞ガイド 10/29 4点（作品、写真）※ 

 ※付きの貸出先は、美術館スタッフが同行。 

 

 

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 

  市と協力し様々な事業を開催するとともに、速やかに利用者の対応を行い市民サービ

スに努めた。図書館基幹業務についても、市と密に協働連携して取り組んだ。 

また、利用者の利便性向上のため、館内図書のテーマ展示企画を行い、充実した資料

提供に努めた。 

 

（２）事業 

ア）図書館業務 

 イ）学校支援事業 

・総合学習、調べ学習のための図書館資料準備等 

・職場体験学習受入 

・図書館見学受入 

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） 

・第５９回こども読書週間事業４／２３～５／１２ 

     スタンプを集めた方へ、オリジナルのしおりプレゼント 

  ・子ども図書館員 チャレンジ！ＧＯ ７／３１、８／４、１２  

  ・「南魚沼市子ども読書活動推進計画」への協力 

  エ）館内図書のテーマ展示の企画 

 ・年間１３１件の企画を開催（月、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企画とサポート 

○開館３周年記念事業の支援 

・全盲の弁護士と全盲のソプラノ歌手による「トーク＆コンサート」 ６／１１ 

 ○その他図書館事業の企画と支援 
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・秋の読書週間 雑誌リサイクル １１／５～１１／１２ 

・ビブリオバトル（知的書評合戦） １１／５ 

・お正月本の福袋  

・「みんなのおすすめ本」募集とコーナーの設置 ２／２～ 

・「みんなのおすすめ本」交流会 ３／１８ 

カ）その他 

・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。 

・塩沢図書室移動…３階から１階へ。書架配置と図書排架作業を行った。 

・蔵書点検…４／３～７（塩沢）、１０～１４（大和）、１７～２１（南魚沼） 

 

 

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基本としてスポパラ事業を開催した。積極的な情報提供及び営業

活動を展開。会員数は個人会員増、ファミリー会員増により前年度超えを果たした。（会員

数／２，１１２人）。 

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、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、教

室化に向けたスポーツチャンバラ体験会、親子ヨガ教室などの新規事業を企画した。 

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） ４１教室 １，１７８回  延べ３２，５０１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 76 946  

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 180 249 2,961  

6教室    216 325 3,907 

【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 1,029 12,655 

中級 5コース ４泳法のマスター 上級を目指す 小・中学生 〃 157 443 5,336 

上級 2コース 4泳法のレベルアップ 〃 毎週木/土 72 43 542 

15教室    507 1,515 18,533 
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【レディース・一般成人・シニアコース】 【水中運動コース】 【インストラクター養成】 

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 72 166 2,011 

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 63 762 

シニア 水泳による筋力アップ 概ね 60歳以上 毎週水 36 57 687 

アクアエクササイ

ズ 2 コース 

軽快なリズムに合わせて

行う、水中運動 16歳以上 
毎週水/木 72 177 2,145 

水中歩行  水の抵抗を受けて運動 毎週金 36 87 1,059 

インストラクター養成 
検定合格に向けた各種

泳法の習得 
検定受験者 火 10 1 10 

9教室    298 551 6,674 

【長期・短期・中級準備コース・レディースおさらい・親善大会直前レッスン】 

教 室 名 内  容 対  象 曜日等  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 57 871 

〃イルカ 3泳法向上 不問 毎週木 45 69 1,023 

夏休み短期４コース  クロール 25ｍマスター 小学生 

夏休み 
 

20 195 975 

〃 中級おさらいコース 中級コース復習 
中級進級者、 

経験者 
6 24 144 

〃短 期 中 級 準 備 中級コース準備 2期中級進級者 6 10 60 

親善大会直前レッスン 出場種目に合わせた指導 大会出場者（小５、６） 7/20,21,22  3 30 90 

9教室    125 385 3,163 

【チャレンジ：障がい者、団体行動が苦手な方】 

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 2 32 

個人コース 水中運動で体力アップ 〃 16 12 192 

2教室    32 14 224 

 

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 5期 木 15 38 114 

わんぱくキッズ教室 
ハイキング・もちつき・芋ほり

デイキャンプ・運動会 など 

4歳児～小学生と

保護者 

5～3月 
毎月１回 10 38 212 

チャレンジスポーツ     

体育寺子屋３期 

初心者アルペン 

スキー 

小学生 

(スキー初心者) 
毎週土 5 45 186 

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 

5～11月 
２期 10 49 202 

女性限定リフレッシュ

教室（託児あり） 

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 19 190 

キッズダンス① ヒップホップダンス 年中～小 1 毎週木 30 31 310 

キッズダンス② ヒップホップダンス 小 2～小 3 毎週木 10 13 130 
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親子ヨガ 親子でヨガ体験 未就学児と保護者 5期 火 25 74 370 

8教室    125 307 1,714 

 

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期ほか） 

 

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 24  240 

リズム体操教室 リズム体操 〃 毎週火 30 133 1,330 

卓球教室２コース 卓球教室（通年） 小学生以上 毎週水／土 138 122 8,418 

ブートキャンプ 燃焼系トレーニング 16歳以上 毎週火 30 59 590 

5教室    218 338 10,578 

 

カ）一人でもできるメニュー【曜日、時間自由】（通年） 

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 

バレーボールクラブ 

4人制ワンバウンド 

バレー 
概ね 50歳以上 毎週木   ３８ 27    

1,026 

６人制ワンバウンド 

バレーボールクラブ 

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 

85  16 1,360 

2 教室    158 43 2,386 

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 89 890 

上海蟹（上海クラブ） 太極拳（通年） 

16歳以上 

毎週水 47 19 1,947 

らくらく青竹教室 青竹踏みを取入れた体操 毎週木 30 118 1,180 

フラダンス教室 フラダンス 毎週金 30 93 930 

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 60 137 1,370 

初めてのアロマ教室 簡単な材料でアロマ体験 3期 金 10 10 50 

8教室    237 466 6,367 

教 室 名 内  容 対象 会 期 参加者数 延 

チャレンジ坂戸山 めざせ年間登頂 40回  

不問 

5～10月 随時 59 2,002 回 

日本縦断ウォーキング めざせ年間 200km 

5～ 2月 随時 

5 

総距離 
3,065. 
325km 

〃   ランニング めざせ年間 421.95km 2 

〃   スイミング めざせ年間 60km 11 

〃   水中歩行 めざせ年間 20km 3 

5教室    80  
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キ）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 

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 11 29 29 

1教室    11 29 29 

 

ク）イベント 

事 業 名 内  容 対  象 期 日 参加者数 

絆プロジェクト登山 チャレ坂参加者内の交流振興 チャレ坂参加者 7/ 8 12 

ディスポート南魚沼

3,333,333人達成 

みなさんのおかげです 

当該来場者に賞品  

来場したお客様に粗品進呈（先

着 1,000名） 

当該来場者 

（前後 2人）ほか 
8/18       

- 

スポーツチャンバラ体験会 教室開講前のプレイベント 小学生 9/26 26 

スポパラ杯卓球大会 卓球 小学生以上 10/14 36 

スポパラ泳力検定会 ニチレイ泳力検定 小学生以上 12/16 74 

プロ野球公式戦 
ＨＡＲＤＯＦＦＥＣＯスタジアム新潟

『県民シート』提供 
(30)4/17 １７家族６９名当選 

 

（２）ジュニアスポーツクラブ（１９種目６１クラブ延べ１，３１３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 61 クラブ、1,830千円 

 

（３）スポパラ協賛企業（３２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、熱中症予防、原田メソッド、消防訓練） 

ディスポート南魚沼水泳指導員会 事務局業務／会議 1回／研修会 2回 

スポーツ安全保険加入・請求事務 

加入件数 2,592件（前年比 86件減） 

会員  2,267件（子ども 1,679件、大人 588件） 

非会員  325件（子ども  89件、大人 200件、短期 36件） 

事故通知及び保険金請求等  20件（賠償 3件、傷害 17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 327件（128,670円相当） 

職場体験学習受入 4人（塩沢中、六日町中） 

視察 4人（魚沼市議会） 

市主催イベント等受付 
登録団体 81件、さわやかジョギング 58件、駅伝 20件 

ナイトウォーク 272件、八色の森健康ウォーキング 20件 
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市野球連盟主催大会受付 3大会 44件 

坂戸山観光バス問合せ対応 105件（北側駐車場） 

坂戸山登山者対応 お問合せ、トイレ、駐車場、駐車場整理等 

共催 ＤＯＳＡスポーツ能力測定会(11/25) 

協賛 

ＪＲ貨物新入社員研修会(4/6,7,8) 

第 8回南魚沼グルメマラソン（6/11） 

南魚沼サイクルフェスタ２０１７(10/1,28,29) 

後援 2018年ＳＯＮ・新潟フロアホッケー交流競技会（3/17） 

その他 

新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会運営委員   

総会、運営委員会等年間 4回 

中越地区総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

 総会、研修会 2回 

 

（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８９０

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２地区センター予約受付及び使用料収納業務／１３４件。 

 

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のほか、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(６，２０４件、２，１７９，９００円相当)、賛助会員割引券使

用（３２７件、１２８，６７０円相当）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（利用料金目標額、前年度より６００千円増。利

用者数、前年度比９９％）。 

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たほか（備品貸

出４０件）、お客様の安全を第一に据え整備整地作業を行った。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、夏期合宿利用減のほか、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９施設で達成した（達

成率５６％。利用者数は前年比９６％）。 
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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 21,000,000 20,962,250 △37,750 94,407 △1,837 

鈴木牧之記念館 4,000,000 3,516,960 △483,040 9,644 △2,350 

トミオカホワイト美術館 2,500,000 1,996,630 △503,370 5,623 △1,139 

ディスポート南魚沼 23,500,000 23,619,440 119,440 131,280 △1,128 

二日町体育館 700,000 706,140 6,140 17,640 1,507 

欠之上クロスカントリーハウス 1,100,000 1,012,840 △87,160 8,032 979 

小栗山サンスポーツランド 180,000 113,990 △66,010 3,541 1,285 

五日町雪国スポーツ館 550,000 539,940 △10,060 9,401 607 

二日町グラウンド 180,000 216,620 36,620 4,654 △1,056 

余川グラウンド 80,000 84,800 4,800 680 △144 

塩沢グラウンド  62,000 78,200 16,200 18,783 1,772 

石打グラウンド 50,000 69,150 19,150 1,566 219 

大福寺工業団地多目的広場 100,000 80,390 △19,610 994  △478 

塩沢勤労者体育センター 650,000 651,700 1,700 10,858 △1,722 

中之島農村広場 65,000 61,610   △3,390     560 196 

すぱーく塩沢 20,000 18,940 △1,060    3,185 △363 

大和Ｂ＆Ｇ海洋センター   250,000 224,300 △25,700 18,834 △7,656 

大和野球場 180,000 185,240 5,240 4,429 △929 

浦佐体育館 130,000 153,500   23,500 8,811 △4,952 

浦佐グラウンド 20,000 46,890 26,890   7,312 1,324 

大和公民館さわらび      

南魚沼市図書館      

合 計 55,317,000 54,339,530 △977,470 360,234 △15,865 

 （小栗山サンスポーツランドには、スケートパーク人数含まず。） 

 

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。 
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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 

5/31 第 1回 議事第 1号 平成 28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 

3/6 第 2回 議事第 1号 平成 30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 2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 3号 各種規則等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 

 

２．評議員会 

月日 会議  議  題  等 

6/15 定例 議事評第 1号 平成 28年度事業報告及び収入支出決算の承認について 

3/22 第 1回 

臨時 

議事評第 1号 平成 30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 次期理事の改選について 

 

３．会議等  

月日 会 議 等 

12/19 役職員・評議員県内先進地視察研修会（十日町市） 

 

４．その他公益財団法人等に関する事項 

9/29 財政援助団体等監査実施（南魚沼市） 

2/28 
全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の

実施（日本年金機構六日町年金事務所） 

 


