
事業等を実施いたしました。

　　　 ・アルプスの湯利用実績   

２９年度 ２８年度 ２９年度 ２８年度 利用対比

年      間 311日 311日 178,255人 177,189人 100.6%

(１日平均) ( 573.2人) ( 570.0人) ( 100.6%)

　　　　　＜入館者４００万人達成＞

　　　　　　　　　アルプスの湯の通算入館者が、８月２９日、４００万人に達しました。平成１０年８月１日にオ

　　　　　　　　ープンして以来、約１９年（5,909日）での到達となりました。

　　　　　　　　　400万人目とその前後のお客様に、財団及び館内テナント業者からの記念品を贈呈いた

　　　　　　　　しました。また、入館者の皆様に達成記念として粗品を進呈したほか、北アルプス文化セン

　　　　　　　　ターで開催される公演のチケットをペアで２０組にプレゼントする企画を実施しました。応募

　　　　　　　　者が多数であったことから、抽選の上でプレゼントいたしました。

　　　　　　　　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。

　　　　　　　　オープン記念日である８月１日には、福祉センターにおいて、県内を中心に活躍し

　　　　　　　ておられる富山弁落語家「越中家漫欽丹」さんによる小噺を楽しんでいただきました。

　　　　　(ｲ) 利用者モニター意見交換会の開催

（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

益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

利　　用　　者　　数

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　５，９１６．５２ ㎡

  ②施設運営事業

努めました。

　平成２９年度事業報告書

　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

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２９年度における事業の実施状況は次のとおりです。

　　　　　　　含め７名を「利用者モニター」に委嘱し、平成２９年６月及び平成３０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５名を

　　　 ・ロビー等の利用状況

  ③企画運営事業

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       

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町湯上野８番地

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

営　　業　　日　数

　　　　　　　販売（「夕市」…毎週火・木・土曜日、６月～１２月）等で交流の場を創出し、施設の利用

　　　　　　　　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

　　　　　　　客増に努めました。

　　　　　　　交換会を開催し、ご意見・ご要望等を聞きました。

　　　 ・アルプスの湯顧客(利用者）増、サービス向上対策　　　　　　　　
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　　　　　(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２１日～７月３１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２５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) 湯あがりセラピールームの充実

　　　　　　　　昨年７月に開設しました湯あがりセラピールームについては、温泉を楽しんだ後に、

　　　　　　　心身ともに癒せる空間としてご利用いただいており、森林セラピー基地の音の増設や

　　　　　　　四季ごとに写真の入れ替えを行う等、同ルームの充実を図りました。

　　　　　　　　また、１１月１０日には、セラピールーム検討委員会を開催し、利用増を目指し平成

　　　　　　　３０年の開館２０周年に向けた記念イベント等についてご意見・提言をいただきました。

　　　　　(ﾎ) 「風呂育」キャンペーンの実施

　　　　　　　　温泉を楽しみながら、風呂の利用の仕方や健康効果等を学んでいく「風呂育」の日を

　　　　　　　設定いたしました。これは、①「育(いく)」に因んで、風呂へ行く(いく)、また、②２９年度

　　　　　　　は、アルプスの湯がオープンして以来、１９周年目に当たることから、“１９”を語呂合わ

　　　　　　　せで“いく”と呼び、「風呂育の日」に設定したものです。

　　　　　　　　内容としては、お風呂の健康効果等を載せたパンフレットを作成し、風呂育の日に持

　　　　　　　参された方には「風呂育スタンプ」を押し、スタンプの数が３個たまると、館内テナントで

　　　　　　　利用できる割引券(200円分）の贈呈や１年分１２個全部押印の方には上市町商工会商

　　　　　　　品券(1,000円分）を贈呈しました。

　☆ 実績 　　　① 共通割引券 ・・・　 ８８０枚

　　　② 商 　品 　券 ・・・ 　８３枚

　　　　　(ﾍ) 「山の日」制定記念特別絵画展

　　　　　　　　　昨年度に引き続き、「山の日（8月11日）」制定を記念して、つるぎふれあい館１階

　　　　　　　ロビーにおいて、山にちなんだ作品展示を開催しました。今回は、テーマを「ふるさと

　　　　　　　の山　剱・立山絵画三人展」とし、当町に縁のある画家３人（故高尾千代光氏、故廣田

　　　　　　　暁氏、尾井和男氏）の絵画各４点（計１２点）を８月９日～８月２０日まで展示し、多くの

　　　　　　　来館者に観覧いただきました。

　　　　　(ﾄ) 手技療法「カイロプラクティック出張施術」の開設(テナント）

　　　　　　　　温泉利用者の皆さんに、肩こりや腰痛、ひざ痛を柔らげ、健康増進の一助としてもら

　　　　　　　うため、４月から「カイロプラクティック出張施術」を、アルプスの湯２階に開設しました。

　　　　　　　　出張施術は、毎週１～２日のペースで行っております。

　　　　　(ﾁ) 職員研修会の実施

　　　　　　　　４月に、町福祉課保健師による入浴者の体調急変に対する応急手当講習を実施し、

　　　　　　　一次救急の方法等を学びました。

　　　　　　　　また、７月には、施設の利用者サービス、職員の資質向上を図るため、研修会を実

　　　　　　　施しました。併せて、消防職員から「ＡＥＤ」の取り扱いについて実習を受けました。
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　　　　昨年度から始めた、「ふれあいヨーガ教室」（毎月２回開催）を今年度も引き続き実施しま

　　　した。また、片貝仁子の「ぽかぽかふれあい塾」も８回コースで１月から実施しました。

　　　　温泉健康ウォークでは、森林セラピー基地周辺や県内市町村で３回実施しました。

　　　　　　　　 開　催　場　所 開催回数 参加人数 １回当たり前年対比

　　　　　　　　 (富岩運河環水公園) (１回) (21人)

(太閤山ランド) (１回) (18人)

馬場島～菊石 (１回) (23人)

小計 ３回 62人 80.5%
コミュニティプラザ (火） ４４回 806人 109.6%
コミュニティプラザ (水・金） ９４回 1,477人 99.7%
コミュニティプラザ （木） ４６回 1,163人 102.0%
コミュニティプラザ (土） ４４回 1,320人 100.0%
コミュニティプラザ (日） ２２回 250人 110.7%
コミュニティプラザ (金） ８回 121人 85.9%

２６１回 5,199人

　　　 丸山総合公園利用実績

２９年度 ２８年度 利用対比

31,697人 33,222人 95.4%

12,605人 13,605人 92.6%

1,965人 3,754人 52.3%

8,850人 10,658人 83.0%

4,761人 4,185人 113.8%

1,365人 1,733人 78.8%

866人 756人 114.6%

9,221人 8,501人 108.5%

71,330人 76,414人 93.3%

　　　　※ 5月28日(日）、全国植樹祭上市会場として丸山総合公園内で、コシノフユザクラなど
　　　　　9種類、500本が植樹された。

　　　　　　　参加者１５人　　　 健康に活かす色彩と香り　 高須佳美先生

　　　　　２月２１日（水）

　　　　　　　参加者５２人

　　　　アルプスの湯は、高濃度人工炭酸泉、香湯、露天風呂等に加え、心と身体のリラクゼー

　　　ション効果のある湯あがりセラピールームなどを開設するなど、健康長寿時代に相応しい

　　　健康効果が期待されている。

　　　会、健康経営等に関心のある企業を対象とし、新しい健康づくりセミナーを開催した。

　　　　この健康効果を活かした新しい健康づくりを推進するため、健康保険組合、社会保険協

　　　　　２月  ８日（木）　　　　 働き盛りの温泉活用法　　  鏡森定信先生

ぽかぽかふれあい塾

ソフトエアロビクス

  ④健康づくり（公益）事業　【継１事業】

　　　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。

事　　　　　業

テニスコート

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町堤谷１１－５番地

総合体育館

  ①施設管理事業      

　　　　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

（２）丸山総合公園　【その他２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

　　　　　　　　面　　　積　：　公園面積　　２０ha

屋内多目的広場

  ②施設運営事業

バーベキュー広場

人工芝・芝生広場

利　　用　　者　　数
施　　設　　名

ランニング走路

野球場

確保に努めました。

計

温泉健康ウォーク

ふれあいヨーガ教室

エアロビクス

ふれあい健康体操

太極拳

多目的広場

  ⑤アルプスの湯を利用した新しい健康づくりの推進

同上
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  ②施設運営事業

２９年度 ２８年度 利用対比

4,172人 5,366人 77.7%

10,432人 13,474人 77.4%

3,417人 3,011人 113.5%

450人 630人 71.4%

1,097人 1,329人 82.5%

19,568人 23,810人 82.2%

　　　　　　◇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

め設置しております「北アルプス文化センター企画・運営懇話会」を開催し、幅広く

ご意見、ご提言をいただきました。

　　　　　　◇北アルプス文化センター利用者団体協議会の開催

　北アルプス文化センターの更なる活性化を図るため、利用団体協議会を開催し、

改善点・要望等に対する対応状況報告や今後の施設利用とうについてご意見・提

言等をいただきました。

  ③自主事業　【継２事業】

入場者数

　　５３０人

　　８６７人

　　９１５人

　　２６９人

　　４１３人

　　３８９人

　　６６８人
(出演)　ｹｰｼｰ高峰、毒蝮三太夫、林家
三平、はたけんじ、母心、桧山うめ吉

平成２９年１０月２６日（木）

・前回までの本協議会要望等の対応について（報告）
・H29年度自主事業等実施状況について
・「友の会」、「メール会員」等による会員の拡大について
・その他

中学校団体鑑賞会

平成２９年１１月１２日(日)

寺内タケシ＆ブルージーンズ
コンサート in 上市2017

(出演) 　寺内タケシ＆ブルージーン
ズ

(内容) 　おしゃべりなパントマイム

協　　議　　事　　項　　等

平成２９年　６月１８日(日）

平成３０年　３月１０日(土) 爆笑!!お笑いライブ in かみいち

備　　　　　　考

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

期　　　　　　日

期　　　　　　日 事　　　　業　　　　名

期　　　　　　日

平成２９年　５月２６日（金）

文化祭

平成２９年１１月　９日(木)
(出演)　劇団　東少
　　　　ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「つるのおんがえし」

平成２９年　７月２１日(金) 小学校団体鑑賞会 (内容)　しげちゃん一座「絵本ライブ」

貸館事業

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　４，３４９．７８ ㎡

利　　用　　者　　数

平成２９年　５月２５日(木)

計

北ｱﾙﾌﾟｽ吹奏楽団・合唱団等

保育所団体鑑賞会

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町法音寺１番地

(出演)　内山太一、北ルプス吹奏楽
団等、町内６団体による歌唱と演奏

自主事業

・H28本懇話会の概要報告について
・H28年度自主事業等実施状況について
・H29年度自主事業等実施計画について
・「友の会」の運営と会員の拡大について
・その他

第２７回北アルプス音楽祭

協　　議　　事　　項　　等

美術展

努めました。

平成２９年１０月　１日(日)
クミコ　アコースティック
　　　　　　コンサート２０１７

(出演)　クミコ、地元合唱団

－4－



　　　　展示しました。

２９年度 ２８年度 前年対比

絵画 25 33 75.8%

彫刻・工芸 17 16 106.3%

書 14 8 175.0%

写真 18 27 66.7%

計 74 84 88.1%

28 25 112.0%

450人 630人 71.4%

　　　　を一堂に展示しました。

２９年度 ２８年度 前年対比

招待・一般 133 111 119.8%

幼児 83 67 123.9%

児童・生徒 363 325 111.7%

計 579 503 115.1%

20 15 133.3%

17 17 100.0%

32 35 91.4%

3,264人 3,006人 108.6%

  ②施設運営事業

２９年度 ２８年度 利用対比

年      間 1,402人 1,388人

(１日平均) ( 4.6人) ( 4.5人)

入場者数

盆栽展の出展数

生花展の出展数

　④芸術文化振興事業　【継２事業】

作品出展数（点）

　　　　・町文化祭(美術展・菊花展・生花展・盆栽展）を開催し、保育所から一般まで幅広い作品

備考開催期間

菊花展の出展数

　　　　・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

 平成29年10月31日(火）
　　　　　～　11月5日(日）

　　　　＜ 6 日 間 ＞

出品者
（美術展）

101.0%

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町舘１８２番地

  ①施設管理事業       

開催期間
審査対象作品出展数（点）

備考部門

入場者数

 平成29年8月23日(水）
　　　　　～　8月27日(日）

　　　　＜ 5 日 間 ＞

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

  ③コミュニティ活動事業

招待作品等の出展数

ステンドグラス教室が開催されました。

　　　　　　　　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、

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　９１５．８０ ㎡

入　　館　　者　　数

(4)弓の里歴史文化館　【その他２事業】

努めました。
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  ②施設運営事業

２９年度 ２８年度 利用対比

年　　間 7,402人 11,980人 61.8%

　※(  )内数値は、平成28年度  計：328(394)回 <83.2%>

【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　　　　　　　　　　　　　　　　　

報 告 事 項

第２回 報 告 事 項

　理事会

第３回 議案第４号　

　理事会 議案第５号　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案第６号　　　　　　　　　　　　　　　　　

報 告 事 項

【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　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員の選任について

報 告 事 項

第２回 議案第４号　

　評議員会 議案第５号　　　　　　　　　　　　　　　　　

報 告 事 項

平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

平成30年3月8日

施設の利用状況について

施設の利用状況について

定時評議員会の招集について

平成28年度補正予算（第2号）専決処分について

平成28年度事業報告及び決算報告並びに公益目的

提出日及び議決年月日

平成28年度事業報告及び決算報告並びに公益目的

平成28年度補正予算（第2号）専決処分について

支出計画実施報告書について

平成29年5月25日

件　　　　　　　　　　　　　　名

利　　用　　者　　数

努めました。

提出日及び議決年月日

支出計画実施報告書について

業務状況報告について
平成29年10月25日

件　　　　　　　　　　　　　　名

平成29年度補正予算（案）について

平成29年5月10日

  ①施設管理       

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　１，４５９．５９ ㎡

２．理事会及び評議員会の開催　【法人管理運営】

　　　　　　　　サークル活動：162(133)回、懇親会：40(52)回、その他：41(88)回

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：24(28)回、総会・会議：34(63)回、商品販売：27(30)回、

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町法音寺１５－５番地

（５）上市町文化研修センター　【その他２事業】

評議員会の招集について

業務状況報告及び施設の利用状況について

平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

平成30年3月23日平成29年度補正予算（案）について

施設の利用状況について

－6－


