
〔収益目的事業〕
渋川スカイランドパーク
遊園地の管理運営事業

　当財団は、芸術文化教養事業、スポーツ・健康推進事業、市民の余暇活動に供する

Ⅱ　事業区分

（１）渋川スカイランドパーク遊
　　　園地事業

令和４年度事業計画

Ⅰ　事業方針

事業、児童に健全な遊び場を供する遊園地事業、及び地域活性化・観光振興を通して

まちづくり事業をその拠点となる公共施設を中心に行うとともに、施設の効率的、効

 (１) 芸術文化教養事業
 (２) スポーツ・健康推進事業
 (３) まちづくり事業

公共施設の管理運営事業

〔公益目的事業２〕  (１) 芸術文化施設の管理運営事業
（２) 体育施設の管理運営事業
（３) 公園施設の管理運営事業

　を涵養することを目的とする事業

４　地域社会の健全な発展を目的とする事業

渋川市
まちづくり

財団

「芸術文化教養」
「スポーツ ・健康推進」
「まちづくり」
　に係る自主事業

〔公益目的事業１〕

５　公益目的事業の実施拠点となる公共施設の管理運営に関する事業

６　その他公益目的を達成するために必要な事業（収益目的事業を含む）

果的な管理運営により市民サービスの向上を図り、もって地域社会の健全な発展と住

民福祉の向上に寄与するため、次の事業を行う。

１　文化及び芸術の振興を目的とする事業

２　児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業

３　教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性



（５）渋川市伊香保体育館

（１）渋川市武道館

（２）渋川市民体育館

（３）渋川市有馬野球場

（４）渋川市学校運動場等照明施設(渋川中学校校庭、渋川北中学校校庭、古巻中学

　　　校校庭、伊香保中学校テニスコート、小野上小学校校庭、三原田小学校校庭、

　　　津久田小学校校庭)

形成のために設置している体育施設は、利用者が平等に利用できるよう施設や附属設

２　体育施設の管理運営事業（２１施設）

　市民の体力の向上とスポーツの振興を図り、心身の健全な発達と豊かな市民生活の

備の貸出を行う。また、施設の機能が十分に発揮できるよう、適切な維持管理と安全

確保を行う。

１　芸術文化施設の管理運営事業

　市民の芸術文化活動の普及と振興に資すると共に、市民が優れた芸術文化を鑑賞す

る機会を提供するために必要な場として、渋川市民会館の管理及び貸館事業を行う。

●公益目的事業２【公共施設の管理運営事業】

を呼び起こして、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与し、渋川市の活性化

に資する事業を行う。（別表3）

３　まちづくり事業

　指定管理施設を拠点として、交流人口の拡大や市民がふるさとを誇りに思う気持ち

２　スポーツ・健康推進事業

　指定管理施設を拠点として、スポーツを通じ、子どもから高齢者まで、また共生社

会も視野に入れた障害者等、幅広く市民の健康づくりと健康寿命の延伸及び余暇活動

の充実を目的とした事業を行う。（別表2-1～3）

振興に関する事業を行う。（別表1）

Ⅲ　事業計画

●公益目的事業１【芸術文化教養、スポーツ・健康推進及びまちづくりに係る自主事

１　芸術文化教養事業

　業】

　指定管理施設を拠点として、市民に優れた芸術文化を鑑賞する機会を提供し、市民

の芸術文化活動の普及振興及び育成への支援を進めるため、地域文化及び文化芸術の



  キ　金井本陣児童公園

  ク　金井住宅団地西児童公園

  ケ　金井住宅団地中央公園

  コ　金井住宅団地東児童公園

  サ　御蔭公園

  シ　芝中公園

  ア　並木児童公園

  イ　駅前児童公園

  ウ　八木原児童公園

  エ　金井児童公園

  オ　渋川屋上幼児遊園地

  カ　有馬児童公園

　市民の心身の健康保持増進と都市環境の向上に資するための公園施設は、利用者が

平等に安全・安心して利用でき、心身が豊かになることで地域の発展並びに良好な景

観を形成する施設として管理を行う。また、有料公園施設については、利用者が平等

に利用できるよう施設や附属設備の貸出を行う。

（１）都市公園（４１か所）

（17）渋川市赤城総合運動自然公園

（18）渋川市赤城敷島マレットゴルフ場

（19）渋川市北橘総合グラウンド

（20）渋川市北橘運動場

（21）渋川市民プール

３　公園施設の管理運営事業（９０施設）

（11）渋川市小野上テニスコート

（12）渋川市子持社会体育館

（13）渋川市子持総合運動場

（14）渋川市上白井運動場

（15）渋川市横堀野球場

（16）渋川市赤城第２総合グラウンド

（６）渋川市伊香保屋外運動場

（７）渋川市伊香保香東大日向スポーツ広場

（８）渋川市小野上運動公園

（９）渋川市小野上スポーツ広場

（10）渋川市小野上体育館



  ア　明保野第１公園

  イ　明保野第２公園

  ウ　明保野第３公園

  エ　折原第１公園

  オ　折原第３公園

  ユ　子持ふれあい公園

  ヨ　たちばなの郷公園

  ラ　愛宕山ふるさと公園

  リ　利根川河川敷公園

  ル　元町ふれあい公園

（２）その他公園（４２か所）

  マ　坂下南公園

  ミ　四ツ角みなみ公園

  ム　四ツ角まんなか公園

  メ　水沢公園

  モ　上ノ山公園

  ヤ　長峰公園

  ノ　渋川スカイランドパーク

  ハ　小野池あじさい公園

  ヒ　緑と水の公園

  フ　折原第２公園

  ヘ　坂下北公園

  ホ　新町せせらぎ公園

  テ　祖母島公園

  ト　金井青葉台団地公園

  ナ　金島ふれあい公園

  ニ　辰巳町公園

  ヌ　金井青葉台第二団地公園

  ネ　大崎緑地公園

  ス　渋川市総合公園

  セ　坂東橋緑地公園

  ソ　吾妻川公園

  タ　東町公園

  チ　行幸田住宅団地公園

  ツ　半田みなみはら公園



  ユ　赤城ふれあい公園

  ヨ　石原前堤公園

  ラ　石原西運動公園

  リ　溝呂木公園

  マ　西原公園

  ミ　高源地ポケットパーク

  ム　八木原駅南公園

  メ　八木原西原公園

  モ　八木原高田公園

  ヤ　赤城健康公園

  ノ　花美日向青少年ひろば

  ハ　苗松青少年ひろば

  ヒ　沼尾川親水公園（うめ広場、多目的広場、キャンプ場）

  フ　六万農村公園

  ヘ　豊小南ポケットパーク

  ホ　行幸田宮ノ前公園

  テ　浅田公園２

  ト　こもち鯉沢リバーサイド広場

  ナ　雷之塚児童遊園

  ニ　コスモス児童遊園

  ヌ　湯中子児童遊園

  ネ　大日向ちびっこ広場

  ス　東町ふれあいパーク

  セ　こもち加生桜並木

  ソ　こもち浅田広場

  タ　浅田公園(北ポケットパーク)

  チ　浅田公園(南ポケットパーク)

  ツ　浅田公園１

  キ　豊秋団地公園

  ク　馬頭公園

  ケ　渋川駅前広場

  コ　渋川駅東公園

  サ　渋川駅北広場

  シ　平沢川橋上広場

  カ　金井雇用促進住宅公園



    ウ　インターネット、ＳＮＳ等を活用した広告宣伝活動を行い、収益回復に努め

    オ　市民の憩いの場として、花木の手入れ等をはじめとする園内の美化に努める。

      努め、適正な管理運営を行う。

      の節減に努める。

      る。

      行う。 

１　渋川スカイランドパーク遊園地事業

　市民に憩いの場及び児童に健全な遊び場を提供するため、渋川スカイランドパーク

遊園地を管理運営する。

（１）遊園地事業

    ア　群馬県北毛地区の観光拠点として、幅広い年齢層が楽しめる遊園地の形成に

    エ　施設の安全管理及び新型コロナウイルスの感染対策に配慮した遊園地事業を

    イ　令和４年度は、引き続きコロナ禍による厳しい状況が予想されるため、経費

　　エ　財団のまちづくり事業、各種団体と連携したイベントへの協力を行う。

　　オ　入園無料や割引等の優待イベントを行い、集客に努める。

（３）食堂事業

　　ア　食材や設備を適正に管理し、食の安全に配慮した運営を行う。　

（２）イベント事業

　  ア 花火大会や大道芸等の魅力ある自主事業を開催する。

　　イ　ビンゴゲームやプレゼント企画等の参加型イベントを行う。

　　ウ　遊園地内のステージを提供し、各種団体の発表イベントを行う。

  オ　愛宕山ふるさと公園（テニスコート、弓道場）

  カ　沼尾川親水公園（キャンプ場、バンガロー、テント、シャワー、つりぼり、

  キ　六万農村公園（水車）

      バーベキューハウス）

●収益目的事業【渋川スカイランドパーク遊園地の管理運営事業】

（３）有料公園施設（７か所）

  ア　渋川市総合公園（陸上競技場、野球場、体育館、運動広場、テニスコート、

      スケート広場、野外ステージ、バーベキュー場、キャンプ場）

  イ　坂東橋緑地公園（ソフトボール場、テニスコート）

  ウ　吾妻川公園（野球場）

  エ　子持ふれあい公園（茶室、ミニサッカー場）

  ル　中村緑地公園

  レ　紅葉台団地内公園



　　　

　　イ　利用客の利便性を向上するため、委託業者によるキッチンカーを出店する。



No. 事業名 開催日 内容 会場
事業予算
（千円）

1
純烈ライブ2022
～貴方とともに～
（共催事業）

4/9(土)

　「NHK紅白歌合戦」に、2018年から4年連続で出場し、ムード歌
謡グループでありながら曲のジャンルを超えたライブにも積極的に
出演するなど、活躍の場を大きく広げている純烈のライブを開催す
る。

6,877

2 こどもの日映画会
5/3(火･祝）･
5/4(水･祝）

大画面と最新の音響設備で人気アニメ映画を上映し、家族全員で
楽しめる映画鑑賞の機会を提供する。

865

3 音楽の絵本コンサート 6/5(日)
　子供たちが音楽を身近に体験できる機会であり、質の高い生演
奏による音楽を親しみやすい動物の姿で提供するコンサートであ
る。

2,638

4
ホールでピアノを弾いてみ
よう！

7/30（土)･
7/31(日）

　誰でも1人30分間、市民会館大ホールでフルコンサートグランドピ
アノを自由に思う存分演奏することができる機会を提供する。

127

5
春風亭小朝　林家たい平
二人会
（共催事業）

10/16(日)
　著名な落語家である春風亭小朝さんと林家たい平さんを招いて
二人会を開催する。

3,618

6 家入レオコンサート 10/23(日)

　2012年にメジャーデビューし、第54回日本レコード大賞最優秀新
人賞他数多くの新人賞を受賞。数多くのドラマ主題歌やＣＭソング
を担当し、同世代だけでなく幅広い層から人気のある家入レオコン
サートを開催する。

8,477

7
群響渋川ニューイヤーコン
サート
（共催事業）

1/10(月・祝)

　日本の地方交響楽団の草分け的存在で、市民にオーケストラを
身近な存在に感じさせてくれ、そして、多くのクラシック音楽愛好家
に親しまれている群馬交響楽団の演奏会を県民音楽のひろばとし
て開催する。

2,935

25,537

【芸術文化教養事業】

渋川市民会館

合計

別表１



No. 事業名 日程等 内容 会場
事業予算
（千円）

1 各種スポーツ教室
教室プログラ
ムによる

　各種スポーツ教室事業を、指定管理している施設を中心に展
開する

武道館、伊香保体育
館、子持社会体育館
等

2,785

2 ウォーキングイベント ４回／年
　健康増進のため、渋川市作成のウォーキングマップ等を参考
に、市内の桜やツツジの名所や、史跡などを楽しみながら巡るイ
ベントを開催する

始点を指定管理施設
とし、各地で開催

30

3 小学生陸上教室 １０回／年
　髙橋英樹さん（チーム髙橋）を中心に、全日本クラスの指導者
が対応し、正しい走り方、跳び方、投げ方を遊びの要素を取り入
れて楽しみながら運動する機会を提供する

瑞穂建設スタジアム、
中村緑地公園

100

4 健康講話 ７月 　運動や食事、健康に関する講話を実施する 武道館 30

5
しぶかわスポーツクラブ
無料体験教室

６月
　クラブで開催している教室の無料体験を実施する
　キッズサッカー、ノルディックウォーキング、トランポリン、親子
空手、吹矢、スポーツチャンバラ等を予定

中村緑地公園 129

6 パラスポーツ体験教室 調整中
　東京パラリンピックを契機に広く関心を持たれたパラスポーツ
を体験してもらうことにより、競技そのもの及び共生社会への理
解を深めてもらう機会を提供する

市内体育館 79

7
３人制プロバスケットボー
ル（３×３）体験教室

調整中
　東京オリンピックで話題となったスリーオンスリーの体験教室を
実施する

子持社会体育館又は
赤城総合運動自然公
園

20

3,173

【スポーツ・健康推進事業】

合計

別表2－1



No. 教室名 期日 対象 会場
年間予定
回数

1 太極拳 2回／月 成人～高年齢者 子持社会体育館 24

2 バランスボール 2回／月 成人～高年齢者 子持社会体育館 24

3 バドミントン① ４回／月
高校生～中高年齢

者
子持社会体育館 48

4 バドミントン② ４回／月
高校生～中高年齢

者
伊香保体育館 48

5 バドミントン③ ２回／月 小学3年生～中学生 子持社会体育館 24

6 少林寺拳法（護身術） ４回／月 成人～高年齢者 武道館 48

7 親子運動あそび ４回／月
３歳～小学4年生

親子
武道館

中村緑地公園
48

8 貯筋運動 ４回／月 成人～高年齢者
子持社会体育館
中村緑地公園

48

9 リラックスヨーガ ２回／月 成人～高年齢者 中村緑地公園 24

10 スポレック ４回／月 成人～高年齢者
北橘中学校
体育館

48

11
ノルディック
　　　　ウォーキング①

３回／月 成人～高年齢者
子持社会体育館
子持ふれあい公園

36

12
ノルディック
　　　　ウォーキング②

３回／月 成人～高年齢者
子持社会体育館
子持ふれあい公園

36

13 親子空手道 ２回／月
３歳～小学２年生

親子
子持社会体育館 24

14 さいかつボール ２回／月
高校生～中高年齢

者
子持社会体育館 24

15
スポーツウェルネス吹
矢

４回／月 成人～中高年齢者 子持社会体育館 48

16 軽スポーツ ４回／月 成人～高年齢者 市民体育館 48

【定期開催教室】

別表2－2



No. 教室名 期日 対象 会場
年間予定
回数

【定期開催教室】

別表2－2

17 けいらくビクス ２回／月 成人～中高年齢者 武道館 24

18 chiボールdeボディケア ２回／月 成人～高年齢者 武道館 24

19 chiボールトレーニング １回／月 成人～中高年齢者 武道館 12

20 ウォークエクササイズ １回／月 成人～中高年齢者 武道館 12

21 ステップエアロ １回／月 成人～高年齢者 中村緑地公園 12

22 ダンベル健康体操 ４回／月 成人～高年齢者 中村緑地公園 48

23 キッズサッカー ４回／月 年中～小学２年生
赤城総合運動自然

公園
48

24 中学生空手道 ４回／月 中学生 武道館 48

25 スポーツチャンバラ ２回／月 小学生～成人 武道館 24

26 ボールdeコアトレ ２回／月 成人～中高年齢者 中村緑地公園 24

27 パワーエクササイズ ２回／月 成人～中高年齢者 中村緑地公園 24



No. 教室名 期日 対象 会場

1 トランポリン教室 18回／年 3歳～小学生
小野上体育館、赤
城総合運動自然公
園

2 水中ストレッチ教室 5回／7・8月 成人～高年齢者 市民プール

3 親子着衣泳 １回／8月 小学生＋保護者 市民プール

【短期開催教室】

別表2－3



No. 事業名 開催日 内容 会場
事業予算
（千円）

1
渋川市公園フォトコンテ
スト2022

5月から2月
（作品募集開始
から展示まで）

市内管理施設の魅力を利用者目線で捉えた写真を募集し、応募
作品を審査し入賞作品を表彰する。
また、入選作品を市民会館に展示し、来館者に鑑賞してもらう。

指定管理施設 205

2
小野池あじさい公園あ
じさい祭り

６月から７月
あじさいが見頃の期間中に、提灯を飾り付け夜間のライトアップを
行う。また、市内事業者の出店により祭りを盛り上げる。

小野池あじさい公園 900

3
TGRラリーチャレンジ
ラリーパーク

７月

　主催者や市と協力し、全国からの来場者に向けて渋川市のＰＲ
を行うため、ラリーパークの会場設営や名産品販売や飲食の提
供、市内観光各所の情報発信を行い、交流人口の増加を目指
す。

渋川スカイランドパーク 1,450

4 燈演彩 ８月

指定管理施設の公園に灯籠（木枠に和紙等を巻き付けたもの）を
設置し、燈籠が醸し出す光と庭園を楽しんでもらい、指定管理施
設の公園の新たな魅力を発信する。また、灯籠の絵付けを市内
小、中、高校生へ依頼し、まちづくり事業に参加してもらう。

指定管理施設の公園 795

5
しぶかわまちづくりイベ
ントin市民会館

R4.4からR5.3
まで

市民会館小ホールやロビー、多目的室を会場に、音楽演奏やパラ
スポーツ（ボッチャ）、珈琲教室など各種体験教室を開催し、市民
会館の魅力を発信する。

渋川市民会館 2,241

6 みんなの夜の遊園地 ９月
商工会議所青年部共催事業
普段とは違った雰囲気のスカイランドパークを楽しんでもらい、同
パークの魅力を発信する。

渋川スカイランドパーク 280

【まちづくり事業】

別表３



No. 事業名 開催日 内容 会場
事業予算
（千円）

【まちづくり事業】

別表３

7 アウトドアイベント １０月

坂東橋緑地公園で、ピクニック感覚でたのしめる映画の上映や、
キャンプの得意な芸能人によるトークやキャンプのテント張り体験
など参加型イベントを開催し、屋外での開放感を満喫しながら楽し
める場を提供する。また、スポーツクラブ課によるオリエンテーリン
グも開催し、運動による健康増進を図る。

坂東橋緑地公園 5,206

8
しぶかわスポーツクラブ
まつり

１１月
子どもから高齢者までを対象に、市民の健康づくりにつながる各種
スポーツを気軽に体験することができる場となるイベントを開催す
る。

中村緑地公園 600

9
小野上子持地区幼稚
園等作品展

１１月
体育施設の新しい活用モデル事業として、体育館ロビーを活用し
小野上子持地区の幼稚園及び保育園の子どもたちが描いた作品
の展示をする。

子持社会体育館 10

10
渋川市総合公園ライト
アップ

１１月
渋川市総合公園の県道沿いに植えられた紅葉の木をライトアップ
し、来演者に憩いの場を提供する。

渋川市総合公園 220

11 凧作り・凧揚げ教室 １２月
市内在住の指導者を招いて、武道館で凧を作り、中村緑地公園で
凧を揚げる親子参加型のイベントを開催する。

渋川市武道館、
中村緑地公園

48

12
しぶかわイルミネーショ
ン

１２月
市が所有する大型イルミネーション備品を活用して、賑わいの創
出と交流人口の拡大及び余暇活動の充実を図る。

渋川スカイランドパーク内 6,633

13
声優朗読劇
フォアレーゼン

1月
地域の郷土史を題材にしたオリジナル脚本による朗読劇を行い、
地域の魅力を来場者へ発信し、交流人口の増加など地域振興に
貢献する。

渋川市民会館 5,500


