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令和３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第１第１第１    事業概況事業概況事業概況事業概況        

    

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、役職員一丸となって取

り組んだ。積極的な経営改革、人材育成により法人の長期的・安定的な運営を目指した。 

新型コロナウイルス感染禍の収束は見えず、感染対策を講じながらの事業実施に苦心し

た年となった。 

指定管理業務に関しては、昨年に引き続き利用控えやキャンセル、豪雪、施設の老朽化

に翻弄されたが、利用者の安全安心及び感染予防を第一とし、利用環境の整備に努めた。

利用料金収入総額は、令和２年度より大幅に増額したものの、新型コロナ禍前の水準には

及ばなかった。 

厳しい条件下ではあったが、経費の縮減、事業実施における補助金の活用、南魚沼市か

らの受託事業増などにより、決算は増収となった。引き続き、経営改革を図り経営基盤の

強化に努め、また、地域の文化・スポーツの発展に寄与すべく公益目的事業の実現を目指

す。 

 

 

［文化振興部門］  

新型コロナウイルス感染拡大により中止となった事業はあったが、各施設の状況に合わ

せて感染対策を第一に、可能な範囲での事業を開催した。 

南魚沼市民会館（以下「会館」）では、販売座席数の制限を余儀なくされたが、文化庁文

化芸術振興費補助金「大規模かつ質の高い文化芸術活動を核としたアートキャラバン事業」

を活用し、鑑賞事業を開催した。 

 鈴木牧之記念館（以下「記念館」）では、感染拡大により多くの体験事業は中止せざるを

得なかったが、ミニ企画展や地元団体との共催展など展示事業は感染対策を講じ開催した。 

南魚沼市トミオカホワイト美術館（以下「美術館」）では、富岡作品と地元写真家の作品

による特別展を開催。ジュニア学芸員鑑賞ガイドは、初の動画配信を行った。 

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、適正な管理に努めた。 

一部業務受託である南魚沼市図書館（以下「図書館」）では、市の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た健康保持増進事業を開催した。 

「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第２第２第２    各事業の報告各事業の報告各事業の報告各事業の報告    

    

Ⅰ－１文化振興Ⅰ－１文化振興Ⅰ－１文化振興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－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－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－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．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．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．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） 

前年度に感染拡大の影響を受け中止となった事業を、振替公演として開催。直前に感染が

拡大し、実施が危ぶまれる事業もあったが、感染対策を万全にした上で、予定していたほぼ

全ての公演を開催した。しかし、感染状況から来るイベント等への参加控えの意識も根強く、

チケット販売、集客には総じて苦戦した。 

８月までの公演は有効席数を収容人員の５０％に制限。南こうせつ、中澤卓也、小柳ゆき

の三公演も席数５０％の計画となった為、文化庁補助金「アートキャラバン事業」を活用、

無事に公演を終えることができた（中澤卓也コンサートは当時の感染状況により席数制限

ほぼなく開催）。 

月日等 事 業 名 人数(人) 

5/16 水谷千重子ありがとうコンサート 390 

5/22・23 映画上映会 瞽女 GOZE 282 

6/20 南こうせつコンサート 467 

8/14 笛田博昭ガラコンサート 300 

9/5 中澤卓也コンサート 982 

9/12 水島あやめ映画上映・記念講演会 380 

9/13 棚村基金文化事業 水島あやめ上映会 中止 

9/18 笑点 公開収録 511 

10/16 小柳ゆきコンサート 464 

 

（２）地域の文化活動支援事業（共同主催事業） 

感染拡大により、市民の文化活動も休止を余儀なくされ、多くの公演が中止となった。 

月日等 事 業 名 人数(人) 

6/6 第 2 回南魚沼芸能フェスティバル 874 

8/28 おんがくだいすき！ 36 

9/20 第 23 回コーラスフェスタ UONUMA 中止 

11/27 第 20 回リコーダーコンサート 51 

12/5 うおぬま Lirica コンサート 344 

3/13 第 16 回南魚沼吹奏楽フェスティバル 中止 

 

（３）地域の文化活動支援事業（後援、その他事業） 

ア）後援事業 
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感染拡大により、地域の文化活動等も休止、縮小を余儀なくされ、多くの公演が中止とな

った。開催されたイベントについては感染対策を含めて支援を行った。 

月日等 事 業 名 人数(人) 

5/2・3 与六市 － 

10/2 南魚沼織姫コンサート 250 

10/3 第 17 回芸能まつり 中止 

10/3 みんなの広場 与六市 中止 

10/17・18 第 29 回六日町美術協会展覧会 中止 

10/30 ＭＳＧフェスタ 400 

11/21 魚沼吹奏楽団 第 34 回定期演奏会 230 

12/4 第 47 回新潟県リコーダーコンテスト 中止 

2/6 ナナシのマルシェ 中止 

3/20 六日町高等学校ダンス部 スプリングリサイタル 200 

3/27 六日町高等学校吹奏楽部 定期演奏会 中止 

不定期 あるといいね！リユース会 中止 

イ）事務局業務、その他 

・技術スタッフの支援・育成（担当イベント１５件、講習会６回、総会１回） 

・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、南魚沼市合唱協会の活動支援 

・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８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 

感染拡大の影響もあったが、リコーダー教室、うおぬまＬｉｒｉｃａは予定通り開催。成

果発表コンサートも感染対策を講じた上で開催した。 

 コロナ禍においても実施可能な事業として、大ホールグランドピアノ体験を前年度に引

き続き開催した。 

月日等 事 業 名 人数(人) 

5～11 月 リコーダー教室／ビギナーズリコーダークラブ 10 

5～3 月 南魚沼市民合唱団“うおぬま Lirica” 18 

5/23 バックステージツアー 中止 

10/22～24 グランドピアノを体験しよう 88 

1/16 演劇セミナー 中止 

 

（２）体験・参加活動事業 

ア）記念館 
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草木染め、ミニ機織り体験は、市民限定の予約制で開催した。その他予定していた事業は、

感染拡大により中止した。 

【体験教室】  

【アウトリーチ活動】  

月日等 事 業 名 人数(人) 

10/8 「北越雪譜物語解説」／塩沢小学校3 年生（同小学校） 66 

12/15・2/22 「総合的な探究の時間/インタビュー活動」 六日高等学校1 年生 5 

イ）美術館 

感染対策を講じ各種体験教室を開催。ジュニア学芸員鑑賞ガイドは、初の動画配信を行い、

富岡画伯や美術館を広く周知した。 

【体験教室】 

会 期 事 業 名 人数（人） 

7/31 チョークアート体験教室 小学生向け 20 

8/1 富岡画伯の技法体験教室 9 

通年 ペンアート体験 中止 

【学校連携・アウトリーチ活動等】 

会 期 事 業 名 人数他 

8/29・9/3・

10/8 

ジュニア学芸員鑑賞ガイド（八海中学校への協力） 

YouTube チャンネル「トミオカホワイト美術館」にて配信 

再生回数

878 回 

11/17 音楽交流学習(五十沢・城内・おおまき小 4 年生) 中止 

 

３．３．３．３． 会館等の開発及び運営、貸与事業会館等の開発及び運営、貸与事業会館等の開発及び運営、貸与事業会館等の開発及び運営、貸与事業    

 

（１）会館 

感染拡大による集会やイベントの開催中止、延期、自粛により、利用キャンセルが相次い

だが、利用料金、利用者数とも前年度比では回復した（利用料金目標額達成率７６％、前年

度比１７１．９％、利用者数同１６１．８％）。 

イベント主催者へ感染対策を徹底して行うよう依頼。館内で感染者、クラスターを発生さ

月日等 事 業 名 人数(人) 

8/7・8 

越後上布 「苧引き実演・体験」 中止 

草木染め体験 43 

ミニ機織り体験 17 

※8/6 市教委主催『のびのび体験』 参加人数 4 人 

2/26 花紬たいけん つむぎ細工 中止 

2/27 花紬たいけん 押花 中止 

3/12・13 雪花工作 中止 

通年 「雪国」体験（冬の生活用具を着用・使用体験） 中止 

〃 雪譜たいけん「異獣ジグソーパズル・工作」体験等 中止 

3/19 北越雪譜を読んでみよう 中止 
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せないよう、換気、入場者数の制限、消毒等を徹底し、可能な範囲で利用促進に努めた。ま

た打合せ等について、舞台・音響・照明のほか映像技術の説明も柔軟に行い、市民の文化活

動促進に寄与した。 

※事務局業務 

・南魚飲食サービス企画 

 

（２）記念館 

緊急事態宣言、まん延防止地域の入館制限の影響により、団体予約のキャンセルが相次ぎ、

利用料金の目標額達成率は４２．７%となった。市民無料の期間や、今年度より実施した  

Ｗｅｂ画面等提示での割引により、利用者増へと繋げた（利用料金収入前年度比     

１２２．８%、利用者数同１３３．７%）。 

・緊急事態宣言、まん延防止地域の入館制限（４／２８～９／３０） 

 

（３）美術館  

秋は、緊急事態宣言等の解除及び新潟県美術館・博物館支援事業「にいがたぐるっとミュ

ージアム」参加に伴い、利用料金収入及び利用者数が増加したものの、入館制限や燻蒸に伴

う臨時休館による開館日数の減少が影響し、利用料金目標額達成率７７．７％、前年度比 

１１５．０％、利用者数前年比１３１．８％となった。 

ラウンジの利用について、従来貸出しは南魚沼市民に限られていたが、市民以外も利用で

きるよう施設貸出規程を設け、作品発表の場を提供した（貸出１２件、観覧者数９３９人）。 

・緊急事態宣言、まん延防止地域の入館制限（４／２８～９／３０） 

・燻蒸に伴う臨時休館（１２／１～２８） 

 

（２）、（３）共通 

ア）収蔵事業           記念館 ５件 美術館 ４件 

イ）資料貸出事業（二次資料含む） 記念館１１件 美術館３１件 

ウ）館内での解説         記念館２１件 美術館 ９件 

エ）その他 

・市内小中学生の総合的な学習及び見学等受入 

記念館 １２９人（塩沢小、石打小、三用小、おおまき小ほか） 

  美術館 １９４人（城内小、三用小、八海中ほか） 

・市民無料利用者数   

記念館 ８４０人（各事業開催期間） 

美術館 １９３人（８の付く日） 

・公社賛助会員割引券、スポパラ会員相互利用 記念館１０人／美術館２７人 

 

（４）さわらび 

市と連携し、植栽、除草、除雪など施設の整備及び維持管理に努めた。共同開催のレンズ

磨きは前年度に引き続き中止としたが、高校演劇部２団体に操作講習会を開催し、文化活動

の支援を行った。 
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貸館事業では、入場者数及び出演者数の制限、検温・換気・消毒の徹底等、感染対策につ

いて主催者と綿密に打合せをし、円滑な運営を行った。 

 

４．博物館等における展示事業等４．博物館等における展示事業等４．博物館等における展示事業等４．博物館等における展示事業等    

 

（１）記念館 

展示事業は感染対策を徹底し予定通り開催。新たな寄託・寄贈の収蔵品より企画した「牧

之の書跡展」は未公開資料を展示し好評を得た。前年度は中止となった「今福進人形展」も

無事に開催することが出来た。 

ア）常設展示替え事業 

月日等 内     容 

7 月 解説パネル新規追加、牧之資料展示替え 

10 月 牧之資料展示替え 

イ）ミニ企画展                                    

月日等 事業名 有料(人) 無料（人） 合計（人） 

7/28～9/6 北越雪譜の自然 273 238 511 

10/6～11/29 牧之の書跡展 1,218 360 １,578 

ウ）共催・協力事業等                             

区分 月日等 事業名 有料(人) 無料（人） 合計（人） 

共催展 2/16～3/28 今福進人形展 399 663 1,062 

協力展 2/16～3/28 ひな雪見かざり 中止 

協力事業 2/19 雪譜まつり  (288) （288） 

エ）連携事業 

月日等 事業名等 備 考 

今福進人形展開催期間除く期間 トミオカホワイトの美  美術館、富岡惣一郎作品の紹介 

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２６種 

 

（２）美術館                            

企画展は、富岡画伯の作品と共に手記等を展示。また、地元の写真家による特別展では、

感染対策を講じアーティストトークを開催した。 

ア）企画展                                  

月日等 事  業  名 有料(人) 無料（人） 合計（人） 

(3/27)～7/6 富岡惣一郎「霧」 914 96 1,010 

7/10～11/16 富岡惣一郎「四季」 2,316 624 2,940 

9/16～11/16 写真展「美しき自然に魅せられて」 （1,581） （484） （2,065） 

9/18 アーティストトーク （40） 

11/20～11/30      

1/6～3/15 
富岡惣一郎「望郷」  808 168  976  

3/19～（7/19） 富岡惣一郎 生誕 100 年「白の旅」 134 31 165 
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イ）連携事業 

月日等 事業名等 備 考 

3/19～ 故郷高田の紹介 北越雪譜の「雪竿」 を展示 

ウ）その他 

・売店事業 ポストカード他、全１０種 

 

（１）、（２）共通 

ア）雪文化三館提携事業（スタンプラリー開催・ＳＮＳ発信） 

イ）雪国アート回廊（コロナ禍により休止） 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ----２文化振興２文化振興２文化振興２文化振興    

－－－－市民の生涯学習活動を支援する事業市民の生涯学習活動を支援する事業市民の生涯学習活動を支援する事業市民の生涯学習活動を支援する事業    

    

１．１．１．１．生涯学習施設としての南魚沼市図書館の運営生涯学習施設としての南魚沼市図書館の運営生涯学習施設としての南魚沼市図書館の運営生涯学習施設としての南魚沼市図書館の運営    

  

（１）連携内容 

  図書館基幹業務と図書館サービスは、市と協働して市民の読書習慣の増進を図るため

の図書館資料の充実と共に様々な事業実施の支援を行った。感染予防対策を徹底し事業

を開催したが、中止とした事業もあった。 

 

（２）事業 

ア）図書館業務 

  南魚沼市と協働し、市民の多様な要望に応じた資料提供に努めた。 

感染対策として令和２年３月１４日より貸出冊数を１０冊から２０冊に拡大。令和３

年度も継続し、利用者の在宅時間の充実を図った。 

イ）学校支援事業 

・総合学習、調べ学習の支援（団体貸出等） 

・校外学習受入（総合支援学校・市内小学校） 

・職場体験学習受入…中学校は中止。塩沢商工高等学校受入 

ウ）子ども読書活動推進事業 

本に親しめる環境整備や読書機会の増進に取り組み、ボランティアグループ、市と協力

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６３回こども読書週間事業（開催期間４／２３～５／３０）…おすすめ本の展示等 

・読書のつどい、絵本のへや等読み聞かせ事業の支援…絵本のへやは、県まん延防止等

重点措置期間は感染対策のため中止 

・「南魚沼市子ども読書活動推進計画」実施への協力 

エ）館内図書のテーマ展示の企画 

・年間１９８件の企画を開催（月毎、時事展示、季節展示、追悼展、保健課との連携展示

／一般用、児童用） 
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オ）多目的室・展示コーナー等の事業のサポート 

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…４／５～８（塩沢）、１２～１６（南魚沼）、１９～２２（大和） 

・秋の読書週間事業…雑誌リサイクル市 １０／３０～１１／１４ 

・お正月本の福袋、お年玉（雑誌の付録等）プレゼント 

 

 

Ⅱ．スポーツ振興Ⅱ．スポーツ振興Ⅱ．スポーツ振興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－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－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－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）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）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）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すべく、入念に準備した後、会員更

新受付及び教室受講申し込み受付を行った。未だ収束の兆しが見えない新型コロナ禍の中、

感染対策を行い安全安心な事業運営に努め、年間３期制による通常の教室スタイルで開催

することが出来た。結果、会員数は前年度比１１３％の２，４２３人を獲得した（前年度 

２，１４４人）。 

更衣室をはじめ、各所での３密対策を考慮し親子、幼児、初級、中級、上級、成人、シニ

ア水泳教室は定員の３０％減での開催を余儀なくされたほか、市内学校関連でのクラスタ

ー発生等の影響を受け、主に子ども対象の参加者数は伸び悩んだが、癒しの教室、燃焼系教

室、スラックラインクラブなどは堅調に参加者数が推移した。 

プール系及びアリーナ系ともに教室内の感染対策を始めとした秩序維持等については、

常にアップデートを行いお客様の安全安心サービスに努めた。指定管理期間における全体

計画に基づきライフステージへの対応とお客様のニーズを的確に捉えるべく既存教室のリ

ニューアルのほか、新規事業の始動、新型コロナ禍の活動に際して混乱したジュニアスポー

ツクラブへの情報提供、加えて大好評を博したデリバリー教室ハッスラー（市内全保育園で

開催）、市水中運動教室、市健康ポイント事業及びコロナ禍におけるｅスポーツ事業として

のオンラインウォーキング事業を開催した。 

ジュニアスポーツクラブフェス及び小栗山サンスポーツランドイベント（南魚沼市スケ

ートパーク）は、新型コロナ禍では断念せざるを得なかった一方で、南魚沼市とスポーツ振

興連携協定を結んでいる村上市の総合型地域スポーツクラブとの、広域連携総合型クラブ

健康づくり推進事業『こいっしゃ村上』を開催。満員御礼となり前述イベントの代替事業と

して成果を上げることが出来た。 

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 １，０８１回  延べ２５，１０５人 

【親子・幼児コース】 
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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 22 24 272 

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 158 226 2,578 

6 教室    180 250 2,850 

【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 9 コース クロールの基礎 中級を目指す 小学生 毎週水～土 296 941 10,888 

中級 6 コース ４泳法のマスター 上級を目指す 小・中学生 〃 194 340 3,882 

上級 1 コース 4 泳法のレベルアップ 〃 毎週木 34 14 158 

16 教室    524 1,295 14,928 

【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 68 152 1,726 

一般成人 2 コース 初心者から４泳法改善 
中学生以上(水) 

16 歳以上（金） 
毎週水/金 68 78 888 

シニア クロールを泳げるように 概ね 60 歳以上 毎週水 34 65 738 

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 64 150 1,638 

水中歩行   水の抵抗を受けて運動 毎週金 34 77 876 

8 教室    268 522 5,866 

【指導員養成コース】 

教 室 名 内  容 対  象 曜日等 開催回数 参加者数 延人数 

インストラクター養成 水泳コーチⅠ検定合格を目指す 4 泳法泳げる方  － － － － 

【長期・短期・中級おさらい/準備コース】 

教 室 名 内  容 対  象 曜日等 開催回数 参加者数 延人数 

長期イルカ 3 泳法向上 小学生以上 毎週木 45 23 361 

夏休み短期 4 コース クロール 25ｍマスター 小学生 

夏休み 

20 140 700 

〃 中級おさらいコース 中級コース復習 中級経験者 6 15 90 

〃 中級準備コース 中級コース準備 2 期中級進級者 6 17 102 

7 教室    77 195 1,253 

【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 4(2 組) 64 

個人コース 水中運動・泳力向上 16 9 144 

2 教室    32 13 208 

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 親子で肌のふれあい体験 ハイハイ前の乳児と母親 2 期 木 10 20 100 
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スポーツ教室 

体育寺子屋 夏期 

サーキットトレーニン

グ、ボッチャなど 
小学生 4～12 月 8 40 320 

スポーツ教室 

体育寺子屋 冬期 

初心者 

アルペンスキー 

小学生 

（スキー初心者） 
毎週土    5 31 155 

楽しいキッズダンス ヒップホップダンス 
 

年中～小 1  毎週木  10  15  150  

スポーツチャンバラ スポーツチャンバラ 
小学生以上 

毎週火 24 36 216 

スラックラインクラブ スラックライン基礎、応用 隔週水 23 15 345 

6 教室    80 157 1,286 

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 曜日等 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 

バドコートでボールを

ワンバウンドさせ行う 
概ね 50 歳以上 毎週木   37 29  1,073 

6 人制ワンバウンド 

バレーボールクラブ 
 

ボールをワンバウンド 

させ行うバレーボール 
 

女性 45 歳以上・ 

男性 60 歳以上  

毎週火 

 ／金  
79   15  1,185  

ディスコステップ 
ディスコダンスによる

健康増進運動 
45 歳以上 毎週水 20 34 340 

3教室    136 78 2,598 

エ）癒しの教室【心身リフレッシュ教室】（２期ほか） 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

上海蟹（上海クラブ） 太極拳 10 歳以上 毎週木 47 18 846 

リラックスヨガ 心穏やかにヨガを楽しむ 

16 歳以上 

毎週水 30 85 850 

らくらく青竹 青竹踏みを取入れた体操 毎週木 30 80 800 

フラダンス フラダンス 毎週金 30 61 610 

ボディメイキング メタボ対策、関節痛軽減 毎週金 30 52 520 

初ボディメイキング 〃 初心者対象 毎週木 30 27 270 

6 教室    197 323 3,896 

オ）燃焼系教室【ストレス発散、シェイプアップ】（２期ほか） 

教 室 名 内  容 対  象 曜日 開催回数 参加者数 延人数 

ボディケア教室『ボクレッチ』 ボクシングフィットネス 

16 歳以上 

毎週木 18 27  162 

リズム体操 

（ぷちリズム） 
リズム体操 

毎週火  

33  131  1,135  

真夏のナイトフィットネス 運動強度を高めたエクササイズ 8 14 112 

パワーヨガ教室 筋トレエクササイズ 毎週金 30 102 1,020 

新真夏のパワーヨガ 筋トレエクササイズ 毎週金 8 31 248 

新エアロビクス ダンス形式の有酸素運動 毎週金 20 24   240 

新金山トレーニングメソッド 大人向け総合運動教室 中学生以上 毎週金 30 57 570 

卓球教室 4 コース  レベルに合わせて開催  小学生以上 
毎週火/水/土

隔週金 
160  95  7,270  

11 教室    307 481 10,757 
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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 期  間 参加者数 回数・総距離 

チャレンジ坂戸山 めざせ年間登頂 40 回 

どなた 

でも 

5～10 月 随時 38   2,125 回 

世界一周ウォーキング めざせ年間 200km 

5～ 2 月 随時 

0 

     3,625.44 

      ㎞ 

〃   ランニング めざせ年間 421.95km 4 

〃   スイミング めざせ年間 60km 24 

〃   水中歩行 めざせ年間 20km 1 

5 教室    67  

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 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 7 21 21 

スラックライン講習会 スラックライン講習 小学生以上 4～11 月 5      32 32 

2 教室    12 53 53 

ク）イベント 

事 業 名 内  容 対  象 期 日 参加者数 

ジュニアスポーツクラブ

フェスティバル 
中止 

ジュニアスポーツ 

クラブ会員・指導者 
中止 － 

デリバリー教室 

『ハッスラー』 

スラックラインを取り入れた運動遊びの提

供（9 園にスラックレール購入仲介） 

市内保育園 

（全園/16） 

5/12～ 

11/4 
 610 

熱中症予防 

強化月間事業 
熱中症予防周知案内 

スポパラ会員・ 

施設利用者 

7/1～ 

  8/31 
－ 

第 19 回スポパラ杯卓球大会 卓球 卓球教室参加者 10/16 39 

4OVB 第 15 回定期大会 ４人制ワンバウンドバレー 4OVB 教室参加者  2/17 20 

卓球教室内大会 卓球 卓球教室参加者 3/10  25 

スケートパークフェス スケートボード普及 一般 中止 － 

スラックライン体験会 スラックライン普及 一般 中止 － 

広域連携総合型クラブ健康づ

くり推進事業『こいっしゃ村上』 

新潟県、新潟県スポーツ協会、

NPO 法人希楽々 

ジュニアスケート 

ボードクラブ等 
11/13 19 

スポパラ泳力検定会 ニチレイ泳力検定 小学生以上 12/4 45 

新春初泳ぎ 

プール無料開放 

新春初泳ぎ 

（定期券利用者には無料券進呈） 
プール利用者 1/4 86 

ならいごとＰＡＲＫ まちづくり推進機構/スポパラ・SL 周知 未就学児、新 1 年生  3/20 130 

 

（２）ジュニアスポーツクラブ（２０種目５８クラブ／会員数：延べ１，３０９人） 

実 施 事 項 内 容 

活動支援 

市報、学校配布チラシ等による会員募集案内 

新型コロナ関連情報提供、各種講習会等の情報提供 

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 56 クラブ、1,680 千円 

 

（３）スポパラ協賛企業（４７社） 

スポパラ会員への無料サービスなど各種特典を設定。前年度比３社増。 
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（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（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／総会、反省会（書面決議）、指導者アンケート 

スポーツ安全保険加入・請求事務 

加入件数 2,423 件 

会員  1,981 件 

（子ども 1,473 件、シニア 240 件、大人 265 件、短期 3 件） 

非会員  262 件 

（子ども   83 件、シニア  67 件、大人 67 件、短期 45 件） 

保険のみ会員 180 件 

事故通知及び保険金請求等  22 件（賠償 2 件、傷害 20 件） 

公社賛助会員割引券によるディスポート利用 181 件（79,680 円相当） 

職場体験学習・訪問学習受入 － 

視察 1 件 2 人（小栗山サンスポーツランド・南魚沼市スケートパーク） 

市主催イベント等受付 登録団体 99 件 ナイトウォーク 162 件 

市野球連盟主催大会受付 3 大会 34 件 

坂戸山観光バス問合せ対応 18 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 Wｉｎｇｓ Fｏｒ Lｉｆｅ Wｏｒｌｄ Rｕｎ南魚沼(5/9) 

後援 －  
塩沢２地区センター（上田、中之島） 予約受付及び使用料収納業務 88 件 

その他 

新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

（副会長：総会、運営委員会、研修会等出席：年間 5 回） 

中越地区総合型地域スポーツクラブ連絡協議会「中越クラブエイド」 

  (監事：総会、研修会出席：年 2 回) 

南魚沼市スポーツ推進審議会（委員：年 2 回） 

RIDEON 南魚沼プロジェクト（監事：年 2 回） 

部活動改革検討委員会（委員：年 2 回） 

 

（５）受託事業、その他 

・市介護保険課委託事業「介護予防事業・水中運動教室」 

（２３回、４４０人／１期２期１０回・３期のみ３回開催） 

・市生涯スポーツ課委託事業「第１回南魚沼市オンラインウォーキング」 

（９月～１０月、３５人） 

・市保健課ほか委託事業「南魚沼市健康ポイント事業」 

（５月～１１月、延べ３１２人） 

・市ＲＩＤＥＯＮサポチャリ事業（南魚沼ＳＰＯＲＴＳＣＲＥＡＴＯＲＳ参加） 

（７月～１１月、１２人） 
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２．スポーツ活動拠点の開発及び運営、貸与事業２．スポーツ活動拠点の開発及び運営、貸与事業２．スポーツ活動拠点の開発及び運営、貸与事業２．スポーツ活動拠点の開発及び運営、貸与事業    

 

 新型コロナ禍の中、感染予防対策の実施を基本として懇切丁寧なお客様対応を心掛ける

と共に、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、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を行

った。一方、合宿組合、地域や利用団体等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／六日町、塩沢、大和各地区年間３回。塩沢合宿利用調整会議は

抽選制に変更）。 

新年度を迎えたことによるお客様の社会活動再開意欲により、入場制限は行っているも

のの利用者数は好調を持続していたが、夏期無休営業前の市内スポーツ教室でのクラスタ

ー発生、県外利用者の入場制限に起因する皆無に等しい夏期合宿利用者、新型コロナ感染第

６波拡大により利用料金収入目標額を超えることは叶わなかった（目標額達成率９２％。利

用者数は前年度比１６２％と復調）。 

ディスポートでは、感染対策を行った上で、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。２年目を迎えたチケット回数券、スポパラ無料券(４，８２６件、     

１，８１５，８９０円相当)、賛助会員割引券使用（１８１件、７９，６８０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、部活

利用減、スポパラ教室定員減のほか、夏期合宿利用者が見込めなくなったことが大きく影響

した。目標額には及ばなかったが、可能な限りの対応を行い前年度比約２割増まで回復する

ことが出来た（目標額達成率７９％／同前年度達成率６７％。利用者数前年度比１１２％）。 

小栗山サンスポーツランドでは、４年目を迎えた南魚沼市スケートパーク運営管理に全

力で臨んだ。各種規則、安全管理対策を整備し、インスタグラムによる路面状況等のきめ細

かい情報提供に努めた（フォロワー数１，１０５人。リアルタイム投稿：営業期間毎日、平

均視聴数６０％超。投稿回数４５回。閲覧２，５４３回。再生９，０３９回）。しかしなが

ら県外利用者規制により、利用料金は目標額まで僅かに届かない結果となった。 

雪国スポーツ館においては、６月２１日より３月３１日まで新型コロナワクチン接種会

場となったことから、利用者へ詳細説明と代替会場への移動対応を行った。占用利用により

利用料金収入額は４，３６７千円と目標額を遥かに超え利用者数も５２，０００人を突破し

た。 

屋内外体育施設の大半が無人管理施設ではあるが、感染対策を中心として丁寧に利用方

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１６件／前年１３件）、お客様の安全を第一に据え整備作業を行っ

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

経費縮減に努めたほか、ディスポート南魚沼内に上級者向けスラックラインパークをスタ

ッフの手作業で新設した。また、大雪に際しては日々の点検、除雪作業を徹底し安全管理に

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、加えて感染拡大防止対策もあり、屋内外体育施設利用料金目標額に

ついては１３施設中６施設での達成に留まったが（達成率４６％）、利用者数については、

ほぼ全ての施設で前年度を大きく上回った（前年度比２１４％）。 

また、『大崎体育館』の指定管理者公募に対して応募した。 
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Ⅲ．指定管理施設及び受託管理施設Ⅲ．指定管理施設及び受託管理施設Ⅲ．指定管理施設及び受託管理施設Ⅲ．指定管理施設及び受託管理施設一覧一覧一覧一覧    

    

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 15,941,280 △5,058,720 43,404 16,571 

鈴木牧之記念館 3,500,000 1,400,750 △2,099,250 4,436 1,118 

トミオカホワイト美術館 2,400,000 1,905,665 △494,335 5,091 1,228 

ディスポート南魚沼 23,110,000 18,313,120 △4,796,880 106,311 19,455 

二日町体育館 550,000 150,580 △399,420 25,600 12,321 

小栗山サンスポーツランド 2,050,000 1,905,490 △144,510 5,970 66 

五日町雪国スポーツ館 450,000 4,366,920 3,916,920 52,870 47,871 

二日町グラウンド 150,000 99,490 △50,510 7,099 5,758 

塩沢グラウンド   70,000 70,080 80 7,118 939 

大福寺工業団地多目的広場 80,000 5,000 △75,000 1,174 490 

塩沢勤労者体育センター 600,000 197,190 △402,810 8,215 21 

中之島農村広場 50,000 2,500   △47,500 0 △28 

すぱーく塩沢 20,000 20,560 560 3,486 487 

大和Ｂ＆Ｇ海洋センター   140,000 152,310 12,310 14,354 4,143 

大和野球場 110,000 126,650 16,650 4,659 1,953 

浦佐体育館 130,000 41,720 △88,280 7,193 4,838 

浦佐グラウンド 21,000 21,220 220 4,970 1,682 

大和公民館さわらび      

南魚沼市図書館      

合 計 54,431,000 44,720,525 △9,710,475   

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、感染予

防を徹底の上、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の実施により、新たな利用者の発掘と公益目的事業

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Ⅳ．その他付帯事業Ⅳ．その他付帯事業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第３第３第３    理事会、評議員会外会議理事会、評議員会外会議理事会、評議員会外会議理事会、評議員会外会議等等等等    
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１．理事会  

月日 会議 議  題  等 

5/26 第 1 回 議事第 1 号 令和 2 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 

3/2 第 2 回 議事第 1 号 令和 4 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 

6/11 定例 議事評第 1 号 令和 2 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 監事辞任に伴う後任者の選任について 

3/17 第 1 回 

臨時 

議事評第 1 号 令和 4 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 

12/10 役職員研修会  

 

４．その他公益財団法人等に関する事項 

月日 内 容 等 

9/28 財政援助団体等監査（南魚沼市） 

 


