
業等を実施いたしました。

２８年度 ２７年度 ２８年度 ２７年度 利用対比

年      間 311日 313日 177,189人 183,409人 96.6%

(１日平均) ( 570人) ( 586人) ( 97.3%)

　　　　　　　　また、毎月26日を「風呂の日」として福祉センターにおいてイベントを開催（土・月曜

　　　　　　　日を除く。）し、利用者に楽しんでいただきました。

　　　　　(ｲ) 利用者モニターの設置

　　　　　(ﾛ) お客様アンケートの実施

　　　　　　　　利用者の満足度を把握するため、７月２８日～８月１２日までの間、アンケートを実施

　　　　　　　しました。また、要望・意見等に対する回答を館内に掲示するとともに、可能な事項から

　　　　　　　順次、改善等に努めました。

　　　　　(ﾊ) 夏休み家族ふれあい風呂体験特別企画の実施

　　　　　　　　夏休み期間中、アルプスの湯で子どもたちと家族がふれあう機会の一助とするため、

　　　　　　　７月２６日～８月３１日までの間、保護者等同伴で入浴する小学生以下のこども料金を

　　　　　　　「無料」としました。

　　　　　(ﾆ) リクライニングルームをリニューアルし、湯あがりセラピールームとして開設

　　　　　　　　開館以来、リクライニングルームとして利用していた部屋をリニューアルし、温泉の和

　　　　　　　温療法のできる「音と色彩と香り」を調えた、森林セラピー基地空間の擬似体験ができ

建物・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境確保に

　　　　　　　　演芸歌舞ショー、美術・写真・盆草等の作品展示、ミニコンサートの実施や農産物の

  ③企画運営事業

営　　業　　日　数

　　　　　　　販売等で交流の場を創出し、施設の利用客増に努めました。

　　　 ・アルプスの湯顧客(利用者）増、サービス向上対策　　　　　　　　

　　　　　　　含め６名を「利用者モニター」に委嘱し、平成２８年６月及び平成２９年１月の２回、意見

　　　　　　　　アルプスの湯の施設運営改善やお客さまサービスの向上を図るため、公募者４名を

　　　 ・ロビー等の利用状況

　　　　　　　交換会を開催し、ご意見・要望等を聞きました。

　当財団は、平成２５年４月１日に「一般財団法人」へ移行し、平成２８年度からは、引き続き、町の

  ①施設管理事業       

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町湯上野８番地

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　５，９１６．５２ ㎡

  ②施設運営事業

努めました。

指定管理者として承認（平成３３年３月までの５年間）を受け、上市町保健福祉総合センター等の

　平成２８年度における事業の実施状況は次のとおりであります。

Ⅰ.　平 成 ２８ 年 度 事 業 報 告 書　

町有施設の管理運営を効率的に行うとともに、公益目的支出計画（財団の正味財産相当額を公益

（１）上市町保健福祉総合センター（つるぎふれあい館） 【その他１事業】

１．施設管理運営受託事業及び健康・文化・スポーツ振興事業

のために支出する計画）に基づき、健康づくりの推進並びに文化及びスポーツの振興に関する事

利　　用　　者　　数

　　　 ・アルプスの湯利用実績   
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　　　　　　　る場として「湯あがりセラピールーム」を、７月１日にオープンいたしました。

　　　　　　　　これにより、心身ともに癒せるとともに血管機能の改善や心臓の負担軽減などが期待

　　　　　　　できる和温療法が体感できるようになりました。

　　　　　　　　この「湯あがりセラピールーム」のＰＲ、利用促進の一環として、７月８日～８月５日の

　　　　　　　毎週金曜日に「セラピールーム体験教室」を５回実施いたしました。

　また、１１月１８日と１１月２３日の２回、「湯あがりセラピーを楽しむための女性の集い」

を開催し、温泉と森林浴を組み合わせたセラピー効果で得られる健康、美容、リラック

ス効果や温泉和温療法について理解を深めてもらいました。

 　　　　　　　　なお、リニューアルを実施するに当たり、設備内容等について検討するため、委員

　　　　　　　８名による検討会を開催し、各立場からご意見、ご提案をいただきながら、模様替えを

　　　　　　　行いました。

＜検討委員＞
鏡森 定信 志村 幸光

内山 康弘 平野 妙子

稲場 康晴 土肥 典代

高須 佳子 川口　 仁

　　　　　(ﾎ) 「山の日」制定記念特別展

　　　　　　　　新たな祝日「山の日（8月11日）」制定を記念し、つるぎふれあい館１階ロビーにおい

　　　　　　　て、「剱岳の写真二人展」として、剱岳の七不思議（内山康弘氏）、我が山・剱（細川正

　　　　　　　氏)をテーマに、それぞれ７点の写真を８月１０日～１６日まで展示し、多くの来館者に

　　　　　　　観覧いただきました。

　　　　　(ﾍ) 職員接遇研修会等の実施

　　　　　　　　施設の利用者サービス、職員の資質向上を図るため、７月２１日に講師を招き、接遇

　　　　　　　研修を行いました。

　　　　今年度から新たに、「ふれあいヨーガ教室」（毎月２回開催）を始めるとともに、３回目となる

　　　「片貝仁子のぽかぽかふれあい塾」を１月１３日から毎週金曜日、１０回コースで開催いたし

　　　ました。

　　　　温泉健康ウォークでは、従来のウォークに森林セラピー、温泉効果を加えた「温泉健康

　　　ウォーク」を上市町の森林セラピー基地周辺で実施しました。

　　　　　　　　 開　催　場　所 開催回数 参加人数 １回当たり前年対比

　　　　　　　　 (花の家と大岩コース) (１回) (29人)
(眼目トガ並木コース) (１回) (18人)
(馬場島家族の森ｺｰｽ) (１回) (31人)

小計 ３回 63.4%
コミュニティプラザ (火） ４３回 719人 117.4%
コミュニティプラザ (水・金） ９３回 1,466人 94.6%
コミュニティプラザ （木） ４４回 1,091人 95.4%
コミュニティプラザ (土） ４６回 1,380人 100.0%
コミュニティプラザ (日） ２３回 236人 皆増
コミュニティプラザ(金) １０回 176人 114.3%

２６２回 5,146人

片貝仁子のぽかぽかふれあい塾

温泉健康ウォーク

ふれあいヨーガ教室　（新）

エアロビクス

ふれあい健康体操

太極拳

事　　　　　業

　　　　健康づくりの実践の機会と場所を提供することにより、地域住民の心と身体の健康意識の

計

  ④健康づくり事業　【継１事業】

ソフトエアロビクス

　　　向上や自発的な活動を促進するとともに、施設の利用増進に努めました。

カラー＆アロマコーディネーター 町産業課係長・観光担当

富山大学名誉教授 県ナチュラリスト協会会長

写真愛好家 セラピーガイド

㈱ティエイエム技術部長 町福祉課長代理・保健師
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　　　 丸山総合公園利用実績

２８年度 ２７年度 利用対比

33,222人 38,332人 86.7%

13,605人 12,565人 108.3%

3,754人 5,142人 73.0%

10,658人 10,282人 103.7%

4,185人 4,747人 88.2%

1,733人 2,323人 74.6%

756人 726人 104.1%

8,501人 8,633人 98.5%

76,414人 82,750人 92.3%

  ②施設運営事業

２８年度 ２７年度 利用対比

5,366人 7,143人 75.1%

13,474人 15,420人 87.4%

3,011人 3,495人 86.2%

630人 565人 111.5%

1,329人 1,110人 119.7%

23,810人 27,733人 85.9%

　　　　　　◇北アルプス文化センター企画・運営懇話会の開催

　北アルプス文化センターの、今後、さらなる活用方策等を総合的に検討していくた

め、平成２６年度に設置しました「北アルプス文化センター企画・運営懇話会」を今年

度も引き続き開催し、幅広くご意見、ご提言をいただきました。

協　　議　　事　　項　　等

自主事業

・H27本懇話会の概要報告について
・H27年度自主事業等実施状況について
・H28年度自主事業等実施計画について
・第7次上市町総合計画後期基本計画(抜粋）について
・上市町社会教育委員会からの答申を踏まえた取組みの推
進について

計

北ｱﾙﾌﾟｽ吹奏楽団・合唱団等

美術展

文化祭

期　　　　　　日

平成２８年　５月２６日（木）

  ①施設管理事業      

多目的広場

  ②施設運営事業

建物・施設・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境

（２）丸山総合公園　【その他２事業】

貸館事業

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　４，３４９．７８ ㎡

利　　用　　者　　数

計

努めました。

　　　　　　　　面　　　積　：　公園面積　　２０ha

建物・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境確保に

  ①施設管理事業 　【その他２事業】

（３）北アルプス文化センター

人工芝・芝生広場

利　　用　　者　　数
施　　設　　名

ランニング走路

確保に努めました。

屋内多目的広場

総合体育館

野球場

テニスコート

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町法音寺１番地

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町堤谷１１－５番地

バーベキュー広場
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　　　　　　◇北アルプス文化センター利用団体協議会の開催

　北アルプス文化センターの更なる活性化を図るため、昨年度に設置した「北アルプス

文化センター利用団体協議会」を開催し、昨年出された改善点・要望等に対する対応

状況について報告するとともに、今後の施設利用等についてご意見・提言等をいただ

きました。

  ③自主事業　【継２事業】

入場者数

　　８５０人
１，０００人

　　９６０人

　　５１５人

　　５０６人

　　４３９人

　　６３５人

　　４６１人

　　　　展示しました。今回は、第３０回目という節目の年に当たることから、各部門の町展大賞副賞

　　　　として、富山市ガラス造形研究所の本郷仁主任教授に特別に制作していただいた作品（トロ

　　　　フィーを授与いたしました。また、秋には町文化祭（美術展・菊花展・生花展・盆栽展）を開

　　　　催し、保育所児から一般まで幅広い作品を展示しました。

　　　　　しました。

　　　　・町に活動の拠点を置く民間団体が行う芸術文化事業１件に対し、公演経費の一部を補助

平成２８年　９月２４日（土）

NHKのど自慢予選会
NHKのど自慢公開生放送

平成２８年１１月　６日(日)

備　　　　考事　　業　　名開　　　　催　　　　日

平成２８年１１月３０日(水) 中学校団体鑑賞会

(出演) 　劇団　東少
　　　ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「日本昔ばなし」

(内容) 　中国民族芸術鑑賞
　　　　　　　　　　　「超絶！雑技」

出  品  数 ：  109作品
入場者数 ：  630人

上市町美術展平成28年 8月24日(水)～ 8月28日(日)

平成２８年　４月３０日(土)
　　　　　　　 ５月 １日(日)

　④芸術文化振興事業　【継２事業】

(主催) NHK富山放送局、上市町、上
市町健康文化振興財団

平成２８年　７月１２日(火)
　　　　　　　 ７月１３日(水)

　　　　・町美術展を開催し、町在住者、出身者及び在勤者の美術作品や創作した作品を一堂に

県文化ﾎｰﾙﾈｯﾄﾜｰｸ公演事業

　吉田兄弟コンサート2016

(内容)　映画　「バケモノの子」

(出演) 　吉田良一郎、吉田健一
　　　　　 美鵬直三朗、小湊昭尚

内山太一、北アルプス吹奏楽団等、
町内７団体による歌唱と演奏

小学校団体鑑賞会

期　　　　　　日 事　　　　業　　　　名

協　　議　　事　　項　　等期　　　　　　日

出  品  数 ：  566作品
入場者数 ：  3,006人

平成28年10月29日(土)～11月 3日(木) 上市町文化祭

平成２９年　３月１２日(日) ふるさと民謡ショー
(出演) 　小野花子、王藤正蔵、漆原
恵美子、寺崎美幸、浅草追分社中
ほか

平成２８年１１月　９日(水) 保育所団体鑑賞会

第２６回北アルプス音楽祭

平成２８年１０月２１日（金）
・前回までの本団体協議会要望等について(報告）
・要望に対する当財団の対応について
・文化センターのホームページの活用ついて　等

備　　　　　　考
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  ②施設運営事業

２８年度 ２７年度 利用対比

年      間 1,388人 1,459人

(１日平均) ( 4.5人) ( 4.8人)

　（開催期間：平成29年3月25日～6月4日）

  ②施設運営事業

２８年度 ２７年度 利用対比

年　　間 11,980人 13,009人 90.5%

　※(  )内数値は、平成27年度  計：394(429)回 <91.8%>

努めました。

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　９１５．８０ ㎡

ステンドグラス教室が開催されました。

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町法音寺１５－５番地

建物・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境確保に

（５）上市町文化研修センター　【その他２事業】

  ④コミュニティ活動事業

入　　館　　者　　数

努めました。

　　　　　　　　企画展として、「浄土のうつわ」～黒川上山墓跡出土蔵骨器の世界～を開催しました。

  ①施設管理       

利　　用　　者　　数

  ①施設管理事業       

　　　　　　　　柿沢コミュニティセンターにおいて、陶芸教室､木版画教室､工作教室、

(4)弓の里歴史文化館　【その他２事業】

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町舘１８２番地

95.1%

　　　　　　　　サークル活動：133(128)回、懇親会：52(48)回、その他：88(86)回

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　１，４５９．５９ ㎡

建物・設備機器の管理に万全を尽くし、施設利用者の安全で快適な利用環境確保に

　　　　　　　　研修会：28(73)回、総会・会議：63(60)回、商品販売：30(34)回、

  ③企画展の開催

-5 -



２．理事会及び評議員会の開催　【法人管理運営】

【理事会】

会議名

第１回 議案第１号　

　理事会 議案第２号　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案第３号　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　定時評議員会の招集について

報 告 事 項

議案第６号　

議案第７号　第２回臨時評議員会(書面決議)の開催について

第４回 報告事項 平成２８年度業務状況報告について
　理事会 　（平成28年9月30日現在）

第５回 議案第８号　

　理事会 議案第９号　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案第10号　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員会の招集について

報 告 事 項

議案第11号　

議案第12号　 第４回臨時評議員会(書面決議)の開催について

【評議員会】

会議名

第１回 議案第１号　

　 評議員会 議案第２号　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案第３号　　　　　　　　　　　　　　　　　役員（理事・監事）の選任について

報 告 事 項

第２回

臨時評議員会

(書面決議)

第３回 議案第５号　

　 評議員会 議案第６号　　　　　　　　　　　　　　　　　

報 告 事 項

第４回

臨時評議員会

(書面決議)

第６回
臨時理事会
（書面決議）

役員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦について
平成29年3月29日

平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

平成28年度補正予算(案)について

第２回
臨時理事会
（書面決議）

平成28年5月27日議案第5号　 理事長及び常務理事の選定について

議案第７号　役員の辞任に伴う補欠選任について 平成29年3月31日

第３回
臨時理事会
（書面決議）

業務報告及び施設の利用状況について

件　　　　　　　　　　　　　　名

支出計画実施報告書について

平成27年度補正予算（第2号）専決処分について

件　　　　　　　　　　　　　　名 提出日及び議決年月日

平成27年度事業報告及び決算報告並びに公益目的

平成28年5月12日

施設の利用状況について

評議員の辞任に伴う補欠選任について議案第４号　

役員（理事・監事）候補者の評議員会への推薦について

提出日及び議決年月日

平成29年3月9日

支出計画実施報告書について

平成27年度補正予算（第2号）専決処分について

平成27年度事業報告及び決算報告並びに公益目的

平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

平成29年3月22日平成28年度補正予算(案)について

平成28年5月27日

平成28年5月31日

施設の利用状況について

施設の利用状況について

評議員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦について

平成28年10月26日

平成28年5月30日
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