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平成３０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 

 

公社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、新役員体制のもと一丸

となって取り組んだ。事務局体制も一部変更し、様々な研修を行い、専門性の高い技術、

能力開発等人材育成に繋げ、法人の長期的・安定的な運営を目指した。しかしながら、新

規事業の立ち上げや欠員による勤務超過に加え、補助金カットの影響もあり、人件費の確

保は非常に厳しく、また、暖冬小雪により精算科目の返還も有り、法人全体としては、減

収となった。 

指定管理業務に関しては、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・

向上に努め、安全・安心な管理運営を行うことを基本に、最終年として、集大成の年とす

ることができた。公募による次期指定管理に対しては、これまでの実績の評価だけでなく、

蓄積されたノウハウや地域の人的資源の活用、効果的な施設運営、魅力ある事業の企画立

案を提案し、指定を得ることができた。 

実績に基づく確実な予算積算と徹底したコスト削減を念頭に置いたうえで、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、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、開館３０周年記念事業と銘打ち、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、常設展示資料の展示替え、越後上布体験教室、

第２回塩沢・牧之通りを彩る和のキルト展を開催し、地域文化の発信に努めた。 

南魚沼市トミオカホワイト美術館（以下「美術館」）では、富岡作品及び他作家とのコラ

ボ展示、ラウンジを活用した展示事業を開催し、芸術文化の発信及び振興に努めた。 

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。 

 １５周年を迎え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。 

開館３０周年記念事業として、南魚沼市交流大使が一堂に会した公演を公社独自で企画

制作。郷ひろみコンサート、劇団四季ファミリーミュージカルは完売、新・ＢＳ日本のう

たは２４倍の申込倍率と、質・量ともに豊富な事業を数多く提供した。 

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) 

5/1 平成の爆笑王 春風亭昇太独演会 662 

6/24 南魚沼より愛を込めて 歌と笑いと音楽のスペシャルＬＩＶＥ 556 

9/8・9 優秀映画鑑賞推進事業 巨匠と呼ばれた監督たち 96 

9/13 郷ひろみ Hiromi Go Concert Tour 2018 Urban Velocity-UV- 1,201 

9/28 棚村基金活用事業 わんぱく狂言 1,800 

9/30 劇団四季ファミリーミュージカル 王様の耳はロバの耳 1,241 

11/8 NHK公開収録 新・BS日本のうた 1,000 

 

（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。 

開館３０周年記念事業として、南魚沼市混声合唱団コンサートを開催。地域ゆかりのソ

リストとともに大勢の市民が出演。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) 

8/25 おんがくだいすき！ うおすいサマーコンサート 239 

10/14 第 21回コーラスフェスタ UONUMA 400 

11/25 南魚沼市混声合唱団コンサート 30年の感謝を込めて 900 

12/1 第 44回新潟県リコーダーコンテスト 400 

3/17 第 14回南魚沼吹奏楽フェスティバル 500 

 

（３）地域の文化活動支援事業（後援、その他事業） 
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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、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) 

5/13 コーラス四季コンサート 200 

5・12月 与六市 － 

6/3 六日町高等学校吹奏楽部 第 12回定期演奏会 600 

6/10 芸能大会 1,200 

8/5 復興支援 与六市 夏まつり 夕市 350 

10/7 第 15回チャリティー芸能まつり 1,200 

10/20・21 第 27回六日町美術協会展覧会 250 

11/23 魚沼吹奏楽団 第 32回定期演奏会 550 

12/15 ＭＳＧフェスタ 1,000 

2/9 ナナシのマルシェ 500 

3/21 六日町高等学校ダンス部発表会 400 

 

※事務局業務 

・技術スタッフの支援・育成（担当イベント２１件、講習会１５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 

・コーラスフェスタＵＯＮＵＭＡ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５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２教室を継続開催した。自主公演に加え、積極的にイベントに

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

事業を展開した。 

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 34 

10/6 リコーダーミニコンサート 75 

3/3 第 17回リコーダーコンサート 250 

通年 南魚沼市民合唱団“うおぬま Lirica” 15 

 5/21 バックステージツアー 28 



5 

 

1/26・27 演劇セミナー 12 

 

（２）体験・参加活動事業 

ア）記念館 

鈴木牧之の顕彰と越後上布など地域文化発信のため、継続体験事業に加え、桜玉づくり

体験を新たに開催し事業の充実を図った。 

イ）美術館 

従来の体験教室のほか、共催展のワークショップ、喫茶付きの体験教室を開催し事業の

充実を図った。 

ミュージアムコンサートは、予想を上回る来場者があり美術館の周知と新たな利用者の

獲得に繋がった。 

八海中学校の生徒がジュニア学芸員として鑑賞ガイド役を務め、美術館の魅力を発信し

地域との連携を深めた。 

【体験教室】 

【コンサート】 

【学校連携・アウトリーチ活動】 

月日等 事 業 名 人数(人) 

7/27・28・29 

夏休みナットク体験 「苧引き体験」 31 

夏休みナットク体験 「草木染め体験」 91 

簡易機織り体験 57 

※7/27は市教委主催『のびのび体験』のため特別開催 

2/16・17 
花紬たいけん つむぎ細工 11 

花紬たいけん 押花 27 

2/24 桜玉づくり体験 9 

通年 「雪国」体験（冬の生活用具を着用・使用体験） 248 

4/17 「北越雪譜いろはかるた」について解説研修射干の会より 6 

月日等 事 業 名 人数(人) 備 考 

4/28・5/20 ちくちくレッスン 27 
共催展：池晶子

BOROチクチク展 

6/16 
チョークアート体験教室 対象：中学生以

上 
24 2回・喫茶付き 

 11/18 チョークアート体験教室 対象：小学生 17 2回 

8/5 体験教室「墨の世界で遊ぼう」 11  

8/19 体験教室「楽しくできるＴＯＭＩＯＫＡの技法」 14  

7/7 
橘光一・七夕コンサート 

～音楽に願いをのせて～ 
170  

7/8・8/18 

・10/28 

ジュニア学芸員鑑賞ガイド 

※10/28は城内地区文化祭 
157 

八海中学校ボラン

ティア活動 

11/21 「音楽交流学習」リコーダーコンサート 115 
大巻・五日町・五十

沢・城内小 4年生 
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３． 会館等の開発及び運営、貸与事業 

 

（１）会館 

利用料金は前年比１０７．３％と大幅に上昇し、過去最高となった。単年度の大規模事

業の開催（ＮＨＫ公開収録、県更生保護女性会、全国中学校スキー大会開会式等）が要因

である。一方利用者数は、練習利用など、利用１回あたりの入場者数（利用者数）が減少

している為、１００．５％とほぼ前年並みとなった。 

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。 

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 ４４人（城内小） 

・魚沼ホール協会相互講習会 ４館で実施 

 

（２）記念館 

 ４月から７月にかけて利用者数が伸びなかったが、以降に開催した各事業は好評で、昨

年同期に比べ増加した。利用料金は目標達成率８７．３％、前年度比９９．３％となった。 

牧之通りに案内看板設置と割引券配布、また、記念館の玄関に休憩所とお茶の無料提供

を継続して行った。 

 第２回塩沢・牧之通りを彩る和のキルト展実行委員会事務局としての責務を果たした。

その結果、期間中の利用料金収入増に繋がった。 

 

（３）美術館 

利用者総数は、前年比１００．３％と前年並みであったが、有料利用者の増加により、

利用料金収入は前年比１１１．３％、売店を含む総収入においては前年比１２０．１％と

なった。 

４・５月に開催した共催展やミュージアムコンサートが好評であったことや、体験教室

の参加者増、オリジナル商品の開発により売店収入増となり、総収入は目標額を達成する

ことができた。 

ラウンジ展では、市民ギャラリーや城内地区紹介コーナーが観覧無料であることから、

気軽に来館できると好評を得ており、市民ギャラリー主催者や入館者の口コミ等で利用者

数が増加した。また、喫茶営業を継続し人が集う環境作りを行った。 

（２）、（３）共通 

 ア）資料貸出事業（二次資料含む） 記念館１９件 美術館 ３件 

 イ）館内での解説         記念館６６件 美術館３４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 １７６人（塩沢小、城内小、大崎小他） 

  美術館 １５１人（城内小、五日町小他） 
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 ・インターンシップの受入 

  記念館 ２人※大学生による展示解説の英訳作業(３１年度以降、解説文作成を継続) 

 ・公社賛助会員割引券・スポパラ会員相互利用 記念館２４人／美術館２３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。 

・魚沼ホール協会相互講習会 ４館で実施 

 

４．博物館等における展示事業等 

 

（１）記念館 

常設のパネルをリニューアルしたことで、利用者の満足度向上につながった。 

夏休みに開催したミニ企画は、理解しやすい視覚的展示や、夏ならではのおばけをテー

マにした内容で、子どもから大人まで好評であった。また、浦佐毘沙門堂の裸押合が国の

重要無形民俗文化財指定の記念に、南魚沼市教育委員会と協力し企画展を行い、地域の重

要な歴史や雪文化を発信することができた。 

ア）常設展示替え事業 

月日等 内     容 

9・12月 解説パネル新規追加、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 

7/25～9/3 
ミニ企画展 『北越雪譜』のおばけ ! 

ちょっとコワ～イ 
1,085 333 1,418 

10/28～12/3 

ミニ企画  

重要無形民俗文化財指定記念 

北越雪譜に描かれた 

浦佐毘沙門堂と裸押合 

757 113 870 

ウ）共催・協力事業等                            （人） 

 月日等 事業名 有料 無料 合計 

共催展 

2/6～3/25 今福進人形展 835 1,699 2,534 

10/6～21 
第 2回 

塩沢・牧之通りを彩る和のキルト展 
1,657 91 1,748 

協力展 2/6～3/25 三国街道塩沢宿 ひな雪見かざり （835） （1,699） （2,534） 

協力事業 2/16 雪譜まつり - （1,329） （1,329） 

エ）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      第２回塩沢・牧之通りを彩る和のキルト展実行委員会 

・麦茶サービス  期間４／２８～１１／２５の土日  １，２０８人 
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（２）美術館                            

年３回の展示替えを行い、作品と併せ富岡画伯の軌跡を紹介するイラストパネルや寄稿

文等を展示した。また、富岡作品と同時に他作家の作品展を開催することで、新たな利用

者の獲得に繋がった。 

ラウンジ展「城内さんぽ」では、「私の宝物」を地域の方から借用し、展示ボランティア

から協力を得て開催した。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 

(3/31)～7/17 越後の風景 1,969 247 2,216 

4/26～5/22 池晶子 BOROチクチク展 （853） （107） （960） 

7/21～11/19 空と風の詩 1,735 517 2,252 

9/21～11/19 伊藤健二油彩画展～南魚沼の四季～ （912） （399） （1,311） 

9/23・10/21 

・11/11 
ギャラリートーク 61 

11/23～3/17 雪国 821 249 1,070 

11/23～12/24 トミオカ南魚県展 2018 （371） （107） （478） 

3/21～(7/16) 
富岡惣一郎没後 25周年 

「トミオカホワイトの世界」 
81 21 102 

イ）ラウンジ展                             （人） 

月日等 事  業  名 人数 備 考 

通年 

城内さんぽ～私の宝物展～ 

1,347 

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利用者数に含まず。 

ウ）貸出事業 

貸出先 企画展名等 会期等 貸出点数 

城内地区文化祭 ジュニア学芸員鑑賞ガイド 10/28 2点（作品パネル等） 

※美術館スタッフ同行。 

エ）提携事業 （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１２施設間での優待等） 

月日等 企画展名等 備 考 

7/28～11/25 
雪国アート回廊を通って芸術の世界へ 

共通テーマ特別展「雪月花」 

10館が参加展示 

オ）その他 

・売店事業 アルアート他、全１２種 

・第３４回国民文化祭・にいがた２０１９、第１９回全国障害者芸術・文化祭にいがた大

会（２０１９年９月１５日～１１月３０日開催）ＰＲサポーターとなる。 
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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、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 

・第６０回こども読書週間事業４／２３～５／１２ 

    「本の木を育てよう！」…子どもによるおすすめ本の紹介 

  ・子ども図書館員  ７／２７、３０、８／７  

  ・「南魚沼市子ども読書活動推進計画」への協力…ブックリストの作成等 

  エ）館内図書のテーマ展示の企画 

 ・年間１７７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 

  ・秋の読書週間  

①スタンプを集めた人へ、こめつぐ君しおりをプレゼント（中学生まで） 

１０／２７～１１／９ 

②雑誌リサイクル １０／２８～１１／１１ 

・お正月本の福袋、お年玉（雑誌の付録等）プレゼント 

・「みんなのおすすめ本」交流会 ６／１７、１１／４ 

・「きむらゆういち先生（絵本・童話作家）と楽しいおはなし会」２／２３ 

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。 

・蔵書点検…４／２～６（塩沢）、９～１３（大和）、１６～２０（南魚沼） 
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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

活動を展開したが、前年度比９５％の会員数にとどまった（２，６４６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。また、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り、スポーツ

チャンバラ教室、簡単ツボ押し教室などの新規事業を企画した。一方、スポパラ１５周年

事業として記念グッズを頒布したほか、クラブ毎の幟旗の製作配布や熱中症予防講習会を

合わせたジュニアスポーツクラブフェスティバルを開催した。 

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 １，１２９回  延べ３２，１７１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 62 758  

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 180 253 3,061  

6教室    216 315 3,819 

【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 216 1,016 12,575 

中級 5コース ４泳法のマスター 上級を目指す 小・中学生 〃 170 488 5,879 

上級 1コース 4泳法のレベルアップ 〃 毎週木/土 36 27 309 

14教室    422 1,531 18,763 

【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 72 156 1,890 

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 71 854 

シニア 水泳による筋力アップ 概ね 60歳以上 毎週水 36 56 671 

エンジョイアクア 
軽快なリズムに合わせて

行う、水中運動 16歳以上 

毎週火 36 29 353 

アクアエクササイ

ズ 2 コース 
毎週水/木 72 173 2,087 

水中歩行  水の抵抗を受けて運動 毎週金 36 80 956 

インストラクター養成 検定合格に向けた各種 検定受験者 火 10 1 10 
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泳法の習得 

10教室    334 566 6,821 

【長期・短期・中級準備コース・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 45 687 

〃イルカ 3泳法向上 不問 毎週木 45 52 820 

夏休み短期４コース  クロール 25ｍマスター 小学生 

夏休み 
 

20 135 675 

〃 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 20 120 

〃 短 期 中 級 準 備  中級コース準備 2期中級進級者 6 12 72 

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    125 294 2,464 

【チャレンジ：障がいがある方や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 11 176 

2教室    32 19 304 

 

イ）子どもの教室【乳幼児・児童・ファミリーの教室】 

教 室 名 内  容 対  象 曜日等  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 59 177 

わんぱくキッズ教室 
ハイキング・芋ほり・そば打ち

デイキャンプ・運動会 など 

4歳児～小学生と

保護者 

6～2月 
月１回 8 32 100 

チャレンジスポーツ     

体育寺子屋 

コーデネーショントレ 

ディスクゴルフなど 
小学生 

5～11月 
 2期 10 48 175 

チャレンジスポーツ 

体育寺子屋 

初心者 

アルペンスキー 

小学生 

（スキー初心者） 
毎週土 5 46 193 

キッズダンス ヒップホップダンス 年中～小 1 毎週木 20 22 220 

親子ヨガ 親子でヨガ体験 未就学児と保護者 4期 火 21 55 251 

6教室    79 262 1,116 

 

ウ）シニアスポーツ教室【仲間づくりができる教室】 

 

 

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   44 26    

1,144 

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 77  16 1,232 

2 教室    121 42 2,376 
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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 27  270 

リズム体操教室 リズム体操 〃 毎週火 30 136 1,360 

卓球教室 3 コース 卓球教室（通年） 小学生以上 毎週水／土 138 89 7,194 

5教室    188 252 8,824 

 

カ）一人でもできるメニュー【曜日、時間自由】（通年） 

 

キ）健康体力アップ教室（メタボ対策教室）・新規教室・運動きっかけづくり教室 

教 室 名 内  容 対  象 期 間 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 月 1回 10 39 39 

新／スポーツチャンバラ スポーツチャンバラ 小学生以上 全 3期 20       27 185 

新／簡単ツボ押し セルフ足つぼマッサージ 16歳以上 単発 4回 4 44 44 

3教室    34 110 268 

 

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/ 7 11 

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 60 129 1,290 

上海蟹（上海クラブ） 太極拳（通年） 

16歳以上 

毎週水 47 19 893 

らくらく青竹教室 青竹踏みを取入れた体操 毎週木 30 119 1,190 

フラダンス教室 フラダンス 毎週金 30 73 730 

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 60 109 1,090 

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    237 459 5,243 

教 室 名 内  容 対象 期  間 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 41 1,922 回 

日本縦断ウォーキング めざせ年間 200km 

5～ 2月 随時 

4 

総距離 
3,205. 
15km 

〃   ランニング めざせ年間 421.95km 2 

〃   スイミング めざせ年間 60km 13 

〃   水中歩行 めざせ年間 20km 2 

5教室    62  



13 

 

スポパラ 15周年記念 

ジュニアスポーツクラブ

イベント 

熱中症予防講習会 

クラブ幟旗贈呈（各クラブ２本） 

ＯＳ－１配布（1,200本） 

ジュニアスポーツ 

クラブ会員 
6/23 

31 
クラブ 
 
157人 

熱中症予防啓発事業 ＯＳ－１配布（1,400本） 
スポパラ会員・教室

参加者 

6/23
～30  

スポパラ泳力検定会 ニチレイ泳力検定 小学生以上 12/22 43 

スポパラ杯 4人制ＯＢＶ大会 ワンバウンドバレー 小学生以上  3/28 25 

 

（２）ジュニアスポーツクラブ（１９種目５８クラブ／延べ１，２７５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 58 クラブ、1,740千円 

 

（３）スポパラ協賛企業（３１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 2回（普通救命講習、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 2回／研修会 1回 

スポーツ安全保険加入・請求事務 

加入件数 2,481件（前年比 111件減） 

会員  2,156件（子ども 1,596件、大人 560件） 

非会員  325件（子ども  91件、大人 181件、短期 53件） 

事故通知及び保険金請求等  33件（賠償 2件、傷害 31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 305件（116,860円相当） 

職場体験学習・訪問学習受入 3人（塩沢中、六日町中 2回） 

視察 

45人（村上市議会、長岡市市民課、群馬県太田市議会、 

議会研修会：十日町市・魚沼市・南魚沼市／ＳＰ） 

2人（新潟県・新潟県スポーツ協会／県内スポーツクラブ訪問） 

2人（魚沼基幹病院長、市福祉保健部長／学会発表参考） 

市主催イベント等受付 
登録団体 85件、さわやかジョギング 40件、駅伝 29件 

ナイトウォーク 247件、八色の森健康ウォーキング 44件 

市野球連盟主催大会受付 3大会 49件 

坂戸山観光バス問合せ対応 113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 

協賛 

ＪＲ貨物新入社員研修会(4/6,7,9、5/8) 

第 9回南魚沼グルメマラソン（6/10） 

南魚沼サイクルフェスタ 2018(9/30、10/6,7) 
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2018年南魚沼郡市杯ボッチャ交流競技会(9/30) 

第 57回五日町スキーカーニバル(3/9,10) 

後援 
第 16回南魚沼地域小学生親善水泳大会(7/29) 

第 30回全日本ベンチプレス選手権大会(10/13,14) 

その他 

新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

総会、運営委員会等出席年間 5回 

希楽々スポーツクラブ 15周年記念式典・祝賀会出席 

ネージュスポーツクラブ 10周年記念式典・祝賀会出席 

 

（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９００

人）。各期開始及び終了時、職員による各種体力測定を実施。 

・塩沢２地区センター予約受付及び使用料収納業務／９９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予約状況及

び屋内体育施設予約状況公開のほか、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(５，７６３件、２，０５８，９４０円相当)、賛助会員割引券使

用（３０５件、１１６，８６０円相当）、スポパラ定期券割引や割引率が高い定期１年券販

売増（⇒営業成果）、スポパラ事業利用、合宿利用減、部活利用減による収入減が響き目標

額に及ばなかった（利用料金目標額達成率９７％。利用者数、前年度比１００．５％）。 

小栗山サンスポーツランドでは、南魚沼市スケートパークの本格オープンに全力で取り

組んだ。市内初の施設であり利用申請受付を始めとした各種規則を整備するとともに、効

率的な管理運営を目指し相当な苦労を重ねた結果、その努力は市内外から大勢のお客様を

迎え、利用料金が目標額を超えたことに結実した。 

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３３件／前年４０件）、お客様の安全を第一に据え整備作業を行った。また、経年劣化に

よる破損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、施設仕様変更（バスケゴール使用不能等）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１５施

設中７施設で達成した（達成率４７％。利用者数は前年度比８４％。１５施設全体では目

標額達成）。 
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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 22,000,000 22,487,110 487,110 88,382 △6,025 

鈴木牧之記念館 4,000,000 3,492,600 △507,400 10,425 781 

トミオカホワイト美術館 2,400,000 2,221,950 △178,050 5,640 17 

ディスポート南魚沼 23,500,000 22,695,160 △804,840 131,957 677 

二日町体育館 650,000 616,100 △33,900 15,379 △2,261 

欠之上クロスカントリーハウス 950,000 908,550 △41,450 7,909 △123 

小栗山サンスポーツランド 2,190,000 2,468,450 278,450 6,561 3,020 

五日町雪国スポーツ館 550,000 527,760 △22,240 8,275 △1,126 

二日町グラウンド 150,000 150,080 80 3,961 △693 

塩沢グラウンド   70,000 73,710 3,710 8,081 △10,702 

石打グラウンド 70,000 69,140 △860 1,638 72 

大福寺工業団地多目的広場 80,000 80,240 240 1,464  470 

塩沢勤労者体育センター 650,000 638,730 △11,270 11,088 230 

中之島農村広場 65,000 42,400   △22,600     440 △120 

すぱーく塩沢 20,000 25,480 5,480    3,456 271 

大和Ｂ＆Ｇ海洋センター   250,000 138,930 △111,070 16,271 △2,563 

大和野球場 160,000 108,390 △51,610 4,342 △87 

浦佐体育館 130,000 140,460 10,460 5,084 △3,727 

浦佐グラウンド 20,000 21,630 1,630   6,510 △802 

大和公民館さわらび      

南魚沼市図書館      

合 計 57,905,000 56,906,870 △998,130 336,863 △22,691 

  

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。 
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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 29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 

6/20 第 1回 

臨時 

議事第 1号 議長の互選について 

議事第 2号 理事長及び専務理事の選定について 

議事第 3号 南魚スポーツパラダイス会長の互選について 

3/5 第 2回 議事第 1号 平成 31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 

6/20 定例 議事評第 1号 平成 29年度事業報告及び収入支出決算の承認について 

議事評第 2号 理事の選任について 

議事評第 3号 評議員の辞任に伴う後任の選任について  

3/20 第 1回 

臨時 

議事評第 1号 平成 31年度事業計画書及び収入支出予算書等の承認について 

 

３．会議等 
 

月日 会 議 等 

10/17 役職員・評議員視察研修会（指定管理・受託施設研修） 

 

４．その他公益財団法人等に関する事項 

6/20 任期満了に伴う理事の選任、並びに評議員の辞任に伴う後任の選任（6/29 登記完了） 

 


