
事業等の実施に努めております。

　また、平成３０年１１月２８日から当財団の事務所の所在地が「上市町湯上野1176番地」に変更

※地籍調査により地籍が変更となったため、平成30年10月31日付けで条例一部改正の専

　 決処分が行われ、同日付けで施行されております。（平成30年12月定例会において条例

　 一部改正の承認）

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

努めております。

　　　 ・アルプスの湯利用実績   （３月３１日現在）

３０年度 ２９年度 ３０年度 ２９年度 利用対比

年      間 311日 311日 181,456人 178,255人 101.8% 

(１日平均) ( 583.5人) ( 573.2人) ( 101.8%)

　　　※今年最強と言われる台風２１号が９月４日（火）から５日（水）にかけての富山県への最接近に伴い、

　　　　 強風が吹き荒れ始めたため、９月４日（火）の閉館時間を17：00に繰り上げております。

　　　 ・アルプスの湯券売機の更新   

　　　　　　　　老朽化した券売機の更新に併せて、新たにＱＲコードを導入することとしました。定期

　　　　　　　券利用者やポイントカード、クーポン等の優待券の運用手間を減らし、利用者管理の軽

　　　　　　　減を図るとともに、顧客情報の利活用による、さらなる利便性を拡大し、集客力アップに

　　　　　　　繋がるよう努めていきます。

　　　　　　　　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

　　　　　　　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

　　　　　　　客増に努めております。

　　　　　　　　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いております。

　　　　　(ｲ) 利用者モニターの設置

　　　　　　　　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

　　　　　　　含め７名を「利用者モニター」に委嘱し、平成３０年６月２９日（金）に第１回目、平成３１

　　　　　　　年１月３０日（水）に第２回目の意見交換会を開催し、ご意見・ご要望等を聞きました。

営　 業　 日　 数

  ③企画運営事業

　　　 ・ロビー等の利用状況

　　　 ・アルプスの湯顧客(利用者）増、サービス向上対策　　　　　　　　

  ②施設運営事業

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

（１）上市町保健福祉総合センター（つるぎふれあい館）

  ①施設管理事業       

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町湯上野1176番地

利　　用　　者　　数

Ⅰ.　平成３０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

となりました。

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

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　５，９１６．５２ ㎡
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　　　　　(ﾛ) 健康相談（無料）の実施

温泉博士の健康相談(毎月第1木曜日) 鏡森定信氏

健康おしゃれ相談(毎月第2木曜日) 高須佳美氏

・健康相談利用実績   （３月３１日現在）

開催日 人数 開催日 人数

合計 9回 19人 11回 21人 38人 

　　　　　(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（水）～８月３１日（金）までの間、保護者等と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

　　　　　　　　湯あがりセラピールームでは、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

　　　　　　　行うなど、部屋の充実を図っております。今後さらに、彩光や飲料水等を取り入れて、

　　　　　　　より自然の中にいるような空間づくりができないか検討していきたいと考えております。

　　　　　(ﾎ) 「山の日」制定記念特別写真展

　　　　　　　　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、上市美術会写真部

　　　　　　　門の会員の皆さんが、剱岳をはじめとする立山連峰の写真２１点を８月９日（木）～８月

　　　　　　　１９日（日）までの１１日間展示し、多くの来館者に観覧していただきました。

　　　　　(ﾍ) 手技療法「カイロプラクティク出張施術」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、昨年から「カイロプラクティック出張施術」をアルプスの湯２階で開設しています。

　　　　　　　　出張施術は、毎週１～２日のペースで行っております。

　　　　　(ﾄ) 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２８日までの間の利用者、各種催

　　　　　　　物への参加者を対象にアンケートを実施しました。寄せられた要望・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、改善等に努めております。

　　　　　(ﾁ) 年末年始の営業時間の見直し

　　　　　　　　１月２日を臨時営業するとともに、お正月の労働負担を軽減し、ご家族での団らんを

　　　　　　　有意義に過ごしていただくため、通常営業（午前１０時から午後９時まで）をこれまでの

　　　　　　　１月４日から１月３日に１日前倒ししました。

　　　　　(ﾘ) 年始の干支タオル等の配布

　　　　　　　　新年の門出をお祝いし、営業開始となる１月２日、３日の両日、入浴された方に干支

　　　　　　　入りタオル（小人にはお菓子）の粗品を進呈しました。

　　　　　(ﾇ) 人工炭酸浴の庭園の造成と剱岳の風景写真の設置

　　　　　　　　四季折々の季節感あふれる植物を人工炭酸浴の庭園に植栽するとともに、併せて、

　　　　　　　湯舟の側面に温泉から見える剱岳の風景写真を設置し、庭園の景観を年間を通して

　　　　　　　お風呂で楽しんでいただけるようにしました。

　　　　　　　温泉療法士、色と香りのコーディネーターとして経験豊かな先生方の適切なアドバイス

　　　　　　　を受けていただいております。

合計
健康おしゃれ相談

　　　　　　　　温泉を通して地域住民の皆様の健康維持や心と体の健康意識の向上を図るため、

温泉博士健康相談
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　　　　　(ﾙ) 各種サービスの提供

　　　　　　　　２月１４日のバレンタインデイと３月１４日のホワイトデイにガラポン抽選会により粗品

　　　　　　　をプレゼントしました。

　　　　　　　　また、３月３日のひな祭りの日に合わせてつるぎふれあい館１階ロビーにひな壇を飾　

　　　　　　　るとともに、当日、２階ロビーにおいて、女性を対象にお茶をおもてなしし、安らぎのひ

　　　　　　　と時を楽しんでいただきました。

　　　　　(ｦ) 県社福協議会カード会員への優待割引サービスの提供

　　　　　　　　（社福）富山県社会福祉協議会の会員組織「いきいき友の会」のカード会員割引協

　　　　　　　力店として加盟し、３月１日からアルプスの湯入浴料の割引優待を提供することとしま

　　　　　　　した。

　　　　　　◇アルプスの湯企画運営懇話会の開催

　　　　　　　　新しい健康づくりを目指して新時代にふさわしい健康拠点として健康・交流機能の

　　　　　　　充実を図るため、「アルプスの湯企画運営懇話会」を設置し、１２月と２月に開催して

　　　　　　　専門的な見地からの幅広いご意見、ご提言をいただきました。

　　　　　(ｲ) 「桜の花」特別写真展の実施

　　　　　　　　つるぎふれあい館１階ロビーにおいて、桜の開花時期に合わせて、上市町に縁のあ

　　　　　　　る桜の花の写真の特別展示を開催しました。富山県中央植物園、とやまさくら守の会

　　　　　　　の武田宏氏に８種類の桜の花の写真の提供をいただいて、３月２７日（火）～４月８日

　　　　　　　（日）までの１３日間展示し、多くの来館者に観覧していただきました。

　　　　　(ﾛ) ワンコイン月間の実施

　　　　　　　　アルプスの湯開館２０週年を記念し、日頃からご利用いただいている皆様への感謝

　　　　　　　を込めて、オープンした８月をワンコイン月間として、大人５００円で入浴していただき

　　　　　　　ました。

　　　　　　　　併せて、夏の蒸し暑い夜長を少しでも癒しくつろいでいただけるよう、８月の営業時

　　　　　　　間を午後１０時まで１時間延長しました。

　　　　　(ﾊ) 美と健康のためのハーモニーセラピー

　　　　　　　　心と体のより良い健康バランスを目指して、美と健康のためのハーモニーセラピーを

　　　　　　　４回シリーズで開催しました。

・セラピー利用実績   
開催日 人数

5月19日 9人 

6月2日 20人 

7月7日 20人 

8月25日 21人 

70人 

内　　　容

バラの香りで美しくなる～お家で出来る簡単アロママッサージ～

緑のカラー＆森林浴を体感する香り TSURUGI Ｇreen

合　　　計

癒しの音色ハーモニーリンで心身リラックス

ラベンダーの色と香りを楽しむ～室内香スティック作り～

　　　 ・アルプスの湯開館２０周年記念事業　　　　　　　　

期　　　　　　日 協　　議　　事　　項　　等

平成３０年１２月５日（水）

・アルプスの湯の特徴を活かした健康交流機能の充実に
　ついて
・湯あがりセラピールームの利用促進について
・アルプスの湯の魅力をさらに高めるための方策について
・その他

平成３１年２月１２日（火）

・コミュニティプラザを活用した新しい健康づくり
　　企業との連携による健康増進プラン
　　健康づくり運動実践教室
・2019年色と香りの健康おしゃれセミナー
・アルプスの湯の魅力づくりの取り組み等
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　　　　　(ﾆ) ハーモニーセラピースペシャルin眼目山立山寺

　　　　　　　　７月２８日（土）に眼目山立山寺において、「ハーモニースペシャルin眼目山立山寺」

　　　　　　　を開催しました。併せて、７月２７日（金）～２９日（日）までの３日間、立山寺貴賓室「待

　　　　　　　鳳林」において、記念特別展「香りとくゆら織～麗しき時の流れ～」が開催されました。

　　　　　(ﾎ) お楽しみ大抽選会の実施

　　　　　　　　アルプスの湯開館２０周年を記念して、８月３１日（金）にアルプスの湯２階休憩室に

　　　　　　　おいて、お楽しみ大抽選会を開催いたしました。

　　　　　　　　６月１５日（水）～８月３０日（木）までの期間中に、ポイントカードにスタンプを押し、６個

　　　　　　　たまると１回応募でき、抽選で豪華賞品があたる企画としました。

　　　　　　　　併せて、当日会場来場者に館内で利用できるお買物券を配布し、集客を図るととも

　　　　　　　に、館内消費の拡大に努めました。

　　　　　(ﾍ) 絵本読み聞かせの実施

　　　　　　　　８月１日（水）～５日（日）までの５日間、上市図書館から出張していただいて、アルプ

　　　　　　　スの湯２階ロビーにおいて、大型絵本の読み聞かせを行いました。

　　　　　(ﾄ) 「書」の購入

　　　　　　　　上市町の書家、酒井麻美氏の書で「集」を購入し、アルプスの湯２階に飾りました。

　　　　　　　「集」は、多くの方が集うよう願いを込めて制作されたもので、アルプスの湯に多くの

　　　　　　　入館者が憩いの場として集っていただけることを願う作品となっております。

　　　　　(ﾁ) 寺崎美幸民謡コンサートの開催

　　　　　　　　１１月２５日（日）に北アルプス文化センターにおいて、「寺崎美幸民謡コンサート」を

　　　　　　　開催しました。併せて、これまでの上市音頭をリニュアルした新上市音頭をご披露しま

　　　　　　　した。

　　　　　(ﾘ) 色と香りで楽しむクリスマス

　　　　　　　　アルプスの湯開館２０周年記念事業特別企画として、１２月２２日（土）につるぎふれ

　　　　　　　あい館２階研修室において、「色と香りで楽しむクリスマス」を開催しました。

　　　　　　　　クローゼットサシェ作りを行うなどクリスマスの色と香りで癒される心地よい時間を過ご

　　　　　　　していただきました。

　　　　　(ﾇ) つるぎふれあいコンサートの開催

　　　　　　　　３月９日（土）に北アルプス文化センターにおいて、「つるぎふれあいコンサート」を

　　　　　　　開催しました。地元の歌手や団体に出演してもらい発表の場として提供するとともに、

　　　　　　　その育成に努めました。

　　　２回「ふれあいヨーガ教室」を開催しております。

　　　　温泉健康ウォークでは、今回、アルプスの湯開館２０周年記念事業として、１０月１２日（金）

　　　に馬場島で自然散策コースと森林セラピーコースの２コースを設け、健康ウォークと温泉入浴

　　　を組み合わせた、楽しみながら心と身体の健康づくりを体験しました。

　　　　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。

　　　　地域住民の心と身体の健康意識の向上と自発的な活動を促進するため、健康づくりの実

　　　践の機会と場所を提供し、施設の利用増進に努めております。さらに今年度も引き続き、毎月

  ④健康づくり事業
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（３月３１日現在）

　　　　　　　　 開　催　場　所 開催回数 参加人数 １回当たり前年対比

馬場島自然散策コース 1回 22人 
馬場島森林セラピーコース 11人 

小計 1回 33人 159.7% 
コミュニティプラザ (火） 41回 849人 113.0% 
コミュニティプラザ (水・金） 94回 1,913人 129.5% 
コミュニティプラザ （木） 47回 1,198人 100.8% 
コミュニティプラザ (土） 44回 1,202人 91.1% 
コミュニティプラザ (日） 22回 511人 204.4% 
コミュニティプラザ (金） 8回 140人 115.7% 

256回 5,813人 

　　　 丸山総合公園利用実績 （３月３１日現在）

３０年度 ２９年度 利用対比

35,290人 31,697人 111.3% 

12,288人 12,605人 97.5% 

3,247人 1,965人 165.2% 

8,415人 8,850人 95.1% 

3,791人 4,761人 79.6% 

973人 1,365人 71.3% 

708人 866人 81.8% 

8,981人 9,221人 97.4% 

73,693人 71,330人 103.3% 

  ②施設運営事業 （３月３１日現在）

３０年度 ２９年度 利用対比

5,319人 4,172人 127.5% 

14,031人 10,432人 134.5% 

3,509人 3,417人 102.7% 

478人 450人 106.2% 

978人 1,097人 89.2% 

24,315人 19,568人 124.3% 

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

ぽかぽかふれあい塾

確保に努めております。

人工芝・芝生広場

  ①施設管理事業      

施　　設　　名

エアロビクス

太極拳

  ②施設運営事業

野球場

ふれあいヨーガ教室

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町堤谷１１－５番地

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　４，３４９．７８ ㎡

（２）丸山総合公園

ソフトエアロビクス

計

利　　用　　者　　数

ふれあい健康体操

屋内多目的広場

　　　　　　　　面　　　積　：　公園面積　　２０ha

事　　　　　業

温泉健康ウォ—ク

総合体育館

利　　用　　者　　数

努めております。

ランニング走路

美術展

計

テニスコート

多目的広場

  ①施設管理事業       

（３）北アルプス文化センター

貸館事業

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町法音寺１番地

北ｱﾙﾌﾟｽ吹奏楽団・合唱団等

自主事業

バーベキュー広場

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

文化祭

計
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　　　　　　◇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、５月３１日（木）

に開催し、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等についてご意見・ご提

言をいただきました。

  ③自主事業 （３月３１日現在）

入場者数

525人 

500人 

875人 

307人 

505人 

406人 

395人 

730人 

545人 

(出演) 　寺崎美幸

期　　　　　　日 協　　議　　事　　項　　等

寺崎美幸民謡コンサート平成３０年１１月２５日(日)

平成３１年３月９日(日) 第３回つるぎふれあいコンサート
(出演) 　寺崎美幸、内山太一、橋本
暲山、藤縄祐樹、上市風の会、県壮
吟会、築悠会、陽南小学校等

(内容) 　民話ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「躍るごんぎつ
ね」小学校団体鑑賞会

未来のミライ試写会

平成３０年１０月３０日（火）
・前回までの本協議会要望等の対応について（報告）
・H30年度自主事業等実施状況について
・その他

期　　　　　　日

保育所団体鑑賞会

ズーラシアンブラス“音楽の絵本” (出演) 　ズーラシアンブラス

(制作) 　細田守監督

中学校団体鑑賞会平成３０年　６月２６日(火)

備　　　　　　考期　　　　　　日

平成３０年　５月３１日（木）

協　　議　　事　　項　　等

(出演) 　サーカス

平成３０年　８月１９日(日)

第２８回北アルプス音楽祭

平成３０年１０月２０日(土)

(内容) 　ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ＫＩＮＪＩＲＯ」

平成３０年　７月　２日(月)

(出演) 　ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「白雪姫」

・H29本懇話会の概要報告について
・H29年度自主事業等実施状況について
・H30年度自主事業等実施計画について
・H29年度利用者数について
・近年の改善点について
・その他

平成３０年　７月１９日(木)

(出演) 　内山太一,節子,北ｱ吹奏楽
団,北ｱ混合合唱団,上市女声合唱
団、福井直秋氏音楽研究会等

平成３０年１１月１１日(日)

サーカス40周年コンサート

平成３０年１１月　８日(木)

事　　　　業　　　　名
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  ④芸術文化振興事業

　　　　　　◇芸術文化振興事業関係打合せ会の開催

　今年度の町美術展及び町文化祭の開催期日、開催場所、応募規格その他必要事

項について、関係団体と協議しました。

　　　　展示しました。

３０年度 ２９年度 前年対比

絵画 28点 25点 112.0% 

彫刻・工芸 12点 17点 70.6% 

書 4点 14点 28.6% 

写真 27点 18点 150.0% 

計 71点 74点 95.9% 

26点 28点 92.9% 

478人 450人 106.2% 

　　　　　　◇美術展検討懇話会の開催

　これまでに開催した町美術展での問題点やご意見等を踏まえ、開催時期や開催場

所、応募規格など全般にわたって、今後の町美術展の運営のあり方について、関係

団体と協議しました。

　　　　展示しました。なお、今年度から菊花展の開催がなくなっております。

３０年度 ２９年度 前年対比

招待・一般 102 133 76.7% 

幼児 80 83 96.4% 

児童・生徒 361 363 99.4% 

計 543 579 93.8% 

0 20 0.0% 

23 17 135.3% 

34 32 106.3% 

2,985人 3,264人 91.5% 

(1) 第３２回上市町美術展（町展）について
　・応募要項（案）について
　・審査員及び運営委員の推薦について
　・その他

開催期間
審査対象作品出展数

入場者数

平成３０年９月２６日（水）

招待作品等の出展数

期　　　　　　日

開催期間

(1)上市町美術展（町展）の見直しについて
　・開催時期、会期、開催場所について
　・開会から講評・表彰式、閉会までの流れについて
　・出品数の確保、賞の種類、財源確保等について
　・その他

協　　議　　事　　項　　等

備考部門

　　　　・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

期　　　　　　日

(2) 平成３０年度上市町文化祭について
　・応募要項（案）について
　・その他

入場者数

平成３０年　５月２５日（金）

 平成30年10月30日(火）
　　　　　～　11月4日(日）

　　　　＜ 6 日 間 ＞

菊花展の出展数

　　　　・町文化祭(美術展・生花展・盆栽展）を開催し、保育所から一般まで幅広い作品を一堂に

協　　議　　事　　項　　等

 平成30年8月22日(水）
　　　　　～　8月26日(日）

　　　　＜ 5 日 間 ＞

盆栽展の出展数

生花展の出展数

出品者
（美術展）

作品出展数（点）
備考
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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

努めております。

  ②施設運営事業 （３月３１日現在）

３０年度 ２９年度 ３０年度 ２９年度 利用対比

年      間 308日 305日 1,128人 1,402人 80.5% 

(１日平均) ( 3.7人) ( 4.6人) ( 80.4%)

　　　　　　　　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、　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、ステンドグラ

ス教室が開催されております。

  ②施設運営事業 （３月３１日現在）

３０年度 ２９年度 利用対比

年　　間 7,753人 7,402人 104.7% 

　※(  )内数値は、平成29年度同期  計：316(328)回 <96.3%>

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　１，４５９．５９ ㎡

利　　用　　者　　数

　　　　　　　　面　　　積　：　延べ床面積　　９１５．８０ ㎡

（５）上市町文化研修センター

入　　館　　者　　数

に努めております。

　　　　　　　　研修会：24(24)回、総会・会議：33(34)回、商品販売：28(27)回、

　　　　　　　　サークル活動：188(162)回、懇親会：34(40)回、その他：9(41)回

  ③コミュニティ活動事業

　　　　　　　　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

営　 業　 日　 数

  ①施設管理事業       

(4)弓の里歴史文化館

  ①施設管理       

　　　　　　　　位　　　置　：　上市町舘１８２番地
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【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　　　　　　　　　　　　　　　　　役員（理事）候補者の評議員会への推薦について

議案第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　定時評議員会の招集について

報 告 事 項

第2回

（書面決議）

第３回 報告事項 平成３０年度業務状況報告について

　理事会 　（平成３０年９月３０日現在）

第４回 議案第６号 一般財団法人上市町健康文化振興財団定款の一部

（書面決議） 議案第７号 臨時評議員会の開催について

第５回 議案第８号 平成３１年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

　理事会 議案第９号 平成30年度補正予算（案）について

議案第１０号 評議員会の招集について

報 告 事 項

第６回

（書面決議）

【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）の選任について

報 告 事 項

第２回

（書面決議） 改正について

第３回 議案第５号　平成３１年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

　 評議員会 議案第６号　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年度補正予算（案）について

報 告 事 項

第４回

（書面決議）

提出日
平成31年3月29日

臨時評議員会 議案第７号 役員の辞任に伴う補欠選任について
議決年月日
平成31年3月29日

提出日
平成30年11月1日

平成30年10月24日

提出日
平成31年3月27日
議決年月日
平成31年3月27日

議決年月日
平成30年11月1日

臨時理事会 改正について

支出計画実施報告書について

平成29年度補正予算（第2号）専決処分について

業務状況報告及び施設の利用状況について

臨時理事会

提出日及び議決年月日件　　　　　　　　　　　　　　名

平成29年度補正予算（第2号）専決処分について

平成30年5月10日

施設の利用状況について

提出日及び議決年月日

平成29年度事業報告及び決算報告並びに公益目的

提出日
平成30年11月3日
議決年月日
平成30年11月28日

提出日
平成30年5月29日

平成29年度事業報告及び決算報告並びに公益目的

議案第５号
議決年月日
平成30年5月29日

２．理事会及び評議員会の開催

平成30年5月29日

臨時理事会 理事長及び常任理事の選定について

件　　　　　　　　　　　　　　名

臨時評議員会

平成31年3月26日

施設の利用状況について

平成31年3月8日

支出計画実施報告書について

施設の利用状況について

議案第４号 一般財団法人上市町健康文化振興財団定款の一部

議案第11号 役員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦について

議案第12号 臨時評議員会の開催について
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役　　職 氏　　名

理  事  長 松本喜二

常務理事 土肥真一

理　　　事 中村政一

理      事 高慶　 孝

理      事 小池義弘

理      事 藤原清範

監      事 酒井悦雄

監      事 土開隆幸

上市町体育協会長

評　　　議　　　員　　　名

氏　　　　　　名

役　　　　　員　　　　　名

坂   井 　穂 　悦

中新川郡上市町法音寺２－１番地

備　　　考

中新川郡上市町神明町３２番地

中新川郡上市町郷柿沢７６８番地

中新川郡上市町横法音寺１番地１１

学識経験者廣   田   眞理子 中新川郡上市町森元町１４－５番地

学識経験者

学識経験者

奥   井　 健 　一 学識経験者

中新川郡上市町新町１番地

学識経験者

京　 塚　 喜　 雄 中新川郡上市町若杉３丁目２６０番地

代表理事

中新川郡上市町法音寺３番地 １７

学識経験者

上市町商工会長

上市町議会事務局長

学識経験者

伊 　井 　謙 　治

住　　　　　　　所

中新川郡上市町森尻４５０番地

中新川郡上市町森尻４７１番地

山　 口　 松　 蔵 中新川郡上市町若杉２丁目４４７番地

中新川郡上市町広野新１７３番地

細   川   和   子

内 　山　 康　 弘

中新川郡上市町大岩１１番地甲

魚津市宮津１４９６番地６

（平成３１年３月３１日現在）

上市町会計管理者

中新川郡上市町若杉１９番地

３．役員及び評議員に関する事項

上市町総務課長

中新川郡上市町森尻２６１番地

住　　　　　　　　所

上市町教育委員会事務局長

財団事務局長

（平成３１年３月３１日現在）

備　　　考

上市町福祉課長
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