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令和２年度 一般財団法人渋川市公共施設管理公社

事 業 計 画

令和２年度にすべての管理施設について、あらたに指定管理の指定を受けるこ

とになります。引き続き、公の施設の管理運営に関する事業を通して、市民の生

活、文化、教養、健康及び体力の向上を図ることで、市民の福祉の増進に奇与す

ることを推進し、芸術文化教養事業、スポーツ・健康推進事業、まちづくり支援

に関する事業まで目的を拡充するため、従来にも増して経営的な感覚をもって運

営するとともに、経費節減等効率的な管理運営に努めます。さらに、文化協会、

観光協会及びスポーツ関係諸団体等との連携を強化しながら、多様化する業務に

適切に対処し効率的な運営に努めます。

事業区分】【

〔公益目的事業１〕

(１) 芸術文化教養事業

芸術文化教養、スポーツ (２) スポーツ・健康推進事業

・健康推進及びまちづく (３) まちづくり事業

りに係る自主事業

(１) 芸術文化施設の管理運営〔公益目的事業２〕

事業渋川市公共

公共施設の管理運営に関 （２) 体育施設の管理運営事業施設管理公社

する事業 （３) 公園施設の管理運営事業

〔収益目的事業〕

(１) 渋川スカイランドパーク

渋川スカイランドパーク 遊園地事業

遊園地の管理運営事業
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１ 渋川市から指定管理を受けた公共施設の管理及び運営に関する事業（定款第

４条第１号該当事業）

（１）市民会館の管理運営

平成３０年度・令和元年度に実施した耐震補強工事及び大規模改修工事を経

て、リニューアルオープンした市民会館では、今まで以上に、本市の文化振興

の拠点として果たす役割は大きく、公社主催事業、共催事業を通じて多様な芸

術・文化に触れる機会を提供します。また、施設利用者に専門的な設備及び公

社の技術や知識、経験を活用して支援します。

（２）都市公園等の管理運営

公園施設の機能が十分に発揮できるよう効率的で有効な活用に努めるととも

に適正な維持管理を行い、公園の環境形成の保全に努めます。

都市公園（４１公園）

並木児童公園・駅前児童公園・八木原児童公園・金井児童公園・渋川屋

上幼児遊園地・有馬児童公園・金井本陣児童公園・金井住宅団地西児童

公園・金井住宅団地中央公園・金井住宅団地東児童公園・御蔭公園・芝

中公園・渋川市総合公園・坂東橋緑地公園・吾妻川公園・東町公園・行

幸田住宅団地公園・半田みなみはら公園・祖母島公園・金井青葉台団地

公園・金島ふれあい公園・辰巳町公園・金井青葉台第二公園・大崎緑地

公園・渋川スカイランドパーク・小野池あじさい公園・緑と水の公園・

折原第２公園・坂下北公園・森町せせらぎ公園・坂下南公園・四つ角み

なみ公園・四つ角まんなか公園・水沢公園・上ノ山公園・長峰公園・子

持ふれあい公園・たちばなの郷公園・愛宕山ふるさと公園・利根川河川

敷公園・（仮称）元町ふれあい公園

その他公園（４２公園）

明保野第１公園･明保野第２公園・明保野第３公園・折原第１公園・折原

第３公園・金井雇用促進住宅団地・豊秋団地公園・馬頭公園・渋川駅前

広場・渋川駅東公園・渋川駅北広場・平沢川橋上広場・東町ふれあいパ

ーク・こもち加生桜並木・こもち浅田広場・浅田公園（北ポケットパー

ク）・浅田公園（南ポケットパーク）・浅田公園１・浅田公園２・こも

ち鯉沢リバーサイド広場・雷之塚児童遊園・コスモス児童遊園・湯中子

児童遊園・大日向ちびっこ広場・花美日向青少年ひろば・苗松青少年ひ

ろば・沼尾川親水公園（うめ広場・多目的広場・キャンプ場）・六万農

村公園・豊小南ポケットパーク・行幸田宮ノ前公園・西原公園・高源地

ポケットパーク・八木原駅南公園・八木原西原公園・八木原高田公園・

赤城健康公園・赤城ふれあい公園・石原前堤公園・石原西運動公園・溝

呂木公園・中村緑地公園・（仮称）紅葉台団地内公園
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（３）体育施設の管理運営

渋川市の目標である「一市民一スポーツ」の推進に努め、施設の安全点検の

徹底と適正な維持管理を行い、効率的な管理運営に努めます。

また、しぶかわスポーツクラブを公社の組織に置き、スポーツ団体と連携し

てスポーツ活動を活発化していけるよう取り組んでいきます。

渋川市武道館・渋川市民体育館・渋川市有馬野球場・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

）・渋川市伊香保体育館・渋川市伊香保屋外運動場・渋川市伊香保東大日向

スポーツ広場・渋川市小野上運動公園・渋川市小野上スポーツ広場・渋川市

小野上体育館・渋川市小野上テニスコート・渋川市子持社会体育館・渋川市

子持総合運動場・渋川市上白井運動場・渋川市横堀野球場・渋川市赤城第２

総合グラウンド・渋川市赤城総合運動自然公園・渋川市赤城敷島マレットゴ

ルフ場・渋川市北橘総合グラウンド・渋川市北橘運動場・渋川市民プール

（４）渋川スカイランドパーク遊園地の管理運営

遊園地経営を取り巻く環境は、人口減少、少子化、レジャーの多様化などの影

響もあり、業界全体的に引き続き厳しい経営が続いています。

令和２年度は、開園から２２年を経過し、施設の老朽化に伴う修繕や設備投資

をはじめ、人手不足などの課題がありますが、オリンピックや群馬デスティネー

ションキャンペーンなどの大型イベントも実施されますので、より安全管理、集

客力の向上、経費節減に努め、長期的な健全経営を目指します。

遊園地は、屋外遊具が中心であるため、天候により集客が大きく左右されるこ

とから安定した経営が難しい面があります。

また、他の指定管理施設と違い、市からの指定管理料は無く、運営に掛かる費

用を全て利用料金で賄わなければならず、毎年５００万円以上の指定管理者納付

金を市へ支払うことにもなっています。

さらに、物価上昇による原材料の上昇、修繕費及び人件費の上昇、消費増税な

どのマイナス要素がありますが、逆風に負けぬよう、やるべき事を地道に行い、

時代の変化に対応しながら、公の施設として市民や地域の人々から親しまれ、多

くの来園者が安心して利用できる遊園地づくりに努めます。

なお、鉄鋼スラグの問題については、市道と第３駐車場の改修工事を渋川市が

実施する予定ですので、お盆明け以降、利用者の不便が予想されます。

ア 集客力向上対策

（ア）イベントの充実を図るため、多彩なショーの企画や各種団体への発表

の場の提供、自主イベントとしてビンゴゲームなどを行い、活性化に努

めます。

また、オリンピックや群馬デスティネーションキャンペーンなども活

かし、ファミリーを主体とした幅広い年代のリピーター確保に努めます。

（イ）各種行事や記念日、インターネットを活用した企画、季節に応じた入
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園無料や割引などを実施します。

（ウ）県内をはじめ首都圏、北関東自動車道沿線地域への広告宣伝活動を展

開するとともに、インターネット、新聞、雑誌の他、テレビ、映画、ラ

ジオ等のメディアを活用し効果的な広告掲載を積極的に行います。また、

観光地としての立地を活かし、近隣施設等との連携も行います。

（エ）「広報しぶかわ」を通じ、全世帯を対象に市民優待券を配布し、引き

続き市民還元を行っていきます。

（オ）施設の安全管理、安全運行と利用者への親切な対応及び園内美化に努

めます。

（カ）キャッシュレス決済を有効活用し、インバウンド対策と利用者の利便

性を高め、時代の変化に対応します。

イ 経費の節減

（ア）照明及び冷暖房などの節電及び消耗品、備品等の無駄を省くよう経費

節減に努めます。

（イ）軽微な補修・修繕を、安全面に配慮しながら職員で行います。

（ウ）入園者の状況や天候などを考慮しながら、従事者の適正な人員配置を

行い、人件費の抑制に努めます。

（エ）収支の状況に配慮した予算執行を行います。
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公益目的事業計画

（１）芸術文化教養事業

【目的】

本事業は、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振興に関する事業を企画・開催するものである。

ア 落語二人会

令和２年４月２３日（木）（会場：渋川市民会館）

全席指定３,８００円（当日４,３００円）

【内容】

日本の伝統的な話芸であり、高度な技芸を要する伝統芸能である落語は、落語

家と会場とが一体となって楽しむ、市民にとっても身近なものであるべきものだ

が、近年、一流の落語家による生の落語を楽しむ機会は希になってしまっている。

そこで、市民にとって身近な場所である渋川市民会館を会場にテレビ等でもおな

じみの三遊亭小遊三さんと三遊亭円楽さんの二人会として寄席を開催する。若年

層には伝統話芸に触れる機会として、また、中高年には笑うことがもたらす健康

維持増進効果も期待している。

来場者数は８００人程度を見込んでいる。

【財源】

イベント業者との共催事業である。過去の実績から財源は入場料収入で賄える

ものと判断しているが、不足した場合は、渋川市民会館事業収入により補填する。

イ こどもの日映画会

令和２年５月２日（土）、３日（日）（会場：渋川市民会館）

全席自由おとな、こども共通８００円

【内容】

市内には映画館が無いため、大画面と最新の音響設備で人気アニメを楽しめる

機会を家族全員が楽しめるよう廉価で提供している。現在でもこの映画会は好評

であり、市民会館の欠かせない事業になっている。

来場者数は、２日間２回上映で５００人を見込んでいる。

【財源】

入場料収入で賄えるものと判断しているが、不足した場合は、渋川市民会館事

業収入から補填する。
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ウ 音楽の絵本コンサート

令和２年６月２１日（日）（会場：渋川市民会館）

全席指定１,５００円（当日１,８００円増）

【内容】

子どもが親しみを持てるよう、演奏者がウサギやライオンのマスクを被って楽

器演奏をする子ども向けのコンサートである。内容は子どもが親しみやすいよう

選曲したクラシック音楽をはじめ、アニメソングやポピュラー音楽が演奏される。

質の高い生演奏による音楽が親しみやすい動物の姿で提供されるため、子どもた

ちが音楽を身近に体験できる機会となることを期待して開催している。

来場者数は１，０００人を見込んでいる。

【財源】

入場料収入で賄えるものと判断しているが、不足した場合は、渋川市民会館事

業収入から補填する。

エ ＮＨＫ交響楽団コンサート

令和２年７月１２日（日）（会場：渋川市民会館）

全席指定８，０００円

【内容】

市民に身近な文化施設である渋川市民会館のリニューアルオープンを記念し、

優れた音響特性の大ホールをフルに活用して、第一級のオーケストラであるＮＨ

Ｋ交響楽団の演奏を聴く機会を市民に、そしてすべてのクラシックファンに廉価

で提供する。この公演は、渋川市民会館ニューアルオープン記念事業として行う。

来場者数は、１，０００人を見込んでいる。

【財源】

渋川市からの負担金を充当する。

オ ホールでピアノを弾いてみよう！

令和２年８月１日（土）、２日（日）（会場：渋川市民会館）

参加料 一枠（３０分間）１，０００円

【内容】

渋川市民会館の大ホールは、文化芸術活動を続けている市民にとってのあこが

れの晴れ舞台であると自負しているが、多くは、数少ない発表会等の場であるた

め、この場所でピアノを弾く機会は多くないと考える。そこで、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設ける。

参加者数は、各日１５人（組）を見込んでいる。

【財源】

参加料を充当する。
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カ 林部智史コンサート

令和２年９月２７日（日）（会場：渋川市民会館）

全席指定 ６，５００円

【内容】

市民の身近な場所である指定管理施設に有名歌手を招き、生の歌声を聴く機会

を広く市民に提供する事業を実施して、中央の文化に直接触れる機会を提供する。

今回は、２０１６年、シングル「あいたい」でデビュー。発売後、４か月で有線

全国ランキング１位を獲得。同年末には、「第58回輝く!日本レコード大賞新人

賞」「第49回日本有線大賞新人賞」を受賞するなど、抜群の歌唱力を持つ本格派

の若手ポップス歌手の１人である林部智史のコンサートをプロモーターとの共催

により開催する。

来場者数は１，０００人程度を見込んでいる。

【財源】

入場料収入で賄えるものと判断しているが、不足した場合は、渋川市民会館事

業収入により補填する。

キ 群馬交響楽団ニューイヤーコンサート

令和３年１月１３日（月・祝）（会場：渋川市民会館）

全席自由 一般２,２００円 高校生以下１,０００円（当日一般２,５００円 高

校生以下１,３００円）

【内容】

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広場として開催する。

この公演は、渋川市からの開催指定事業である。

来場者数は、８００人程度を見込んでいる。

【財源】

入場料収入で賄えるものと判断しているが、不足した場合は、渋川市民会館事

業収入により補填する。

（２）スポーツ・健康推進事業

【目的】

指定管理施設を拠点として、スポーツを通じた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実施する。

ア しぶかわスポーツクラブによるスポーツ教室等事業

日程：随時（会場：指定管理施設の体育館、運動公園等）

参加料 無料～受講券を要するものがあり（会員の年齢により異なるが、概ね１

時間２００円程）
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【内容】

対象者や参加者数は事業ごとに異なるが各回の参加者数は１０人から３０人程度

を見込んでいる。

実施予定のスポーツ種目は、太極拳、貯筋運動、ノルディックウォーキング、

空手道、少林寺拳法、スポーツチャンバラ、ヨガ、フレッシュダンス、バドミン

トン、ダンベル健康体操、サッカー等多岐にわたり、平成３０年度の開催実績は

開催教室数３０教室、延べ教室開催回数８４０回、延べ参加人数は４,０４９人で

ある。

上記事業を円滑かつ効果的に実施するため、場所は子持社会体育館、渋川市武

道館、渋川市民体育館、中村緑地公園、渋川市民プール等の指定管理施設を中心

に会場として開催する。

【財源】

会費収入と受講券収入を充当し、赤字分にしぶかわスポーツクラブ事業収入を

充当する。

イ 第３回しぶかわスポーツクラブまつり

令和２年１１月７日（土）※予定（会場：中村緑地公園）

入場無料

【内容】

各種スポーツを気軽に体験する場として子どもから高齢者まで楽しめるイベン

トを開催する。この体験を通してスポーツを身近に感じてもらい、健康づくりに

つながるスポーツを始めたり続けたりするきっかけに資する。

来場者数は、１，０００人を見込んでいる。

【財源】

入場無料のため、スポーツクラブ事業収入を充当する。

ウ 健康教室事業（ストレッチ教室）

日程：５月から１２月までの毎月１回、土曜日の１４時から１６時まで（会場：

渋川市武道館）参加費無料

【内容】

指定管理施設である渋川市武道館内のトレーニングルーム及び武道場を活用し

て、ストレッチ講習会を開催する。この教室には、渋川市が連携協定を締結して

いる大学の学生に講師をお願いする。

参加者数は、各回２０人から３０人を見込んでいる。

【財源】

参加費無料のため、渋川市体育施設事業収入を充当する。

エ 健康講話

日程：①令和２年６月２７日（土）（会場：渋川市武道館）参加費無料
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②令和３年３月（予定）（会場：渋川市武道館）参加費無料

【内容】

第１回目はスポーツと健康の関係性をテーマに行い、第２回目は食と健康の関

係性をテーマに行う。講師は、群馬県内の医師や大学教授等にお願いする。

参加者数は、各回２０人から３０人を見込んでいる。

【財源】

参加費無料のため、しぶかわスポーツクラブ事業収入を充当する。

オ トップアスリート等によるスポーツ教室事業

日程：①少年野球教室

令和２年１１月８日（日）（会場：渋川市総合公園）

参加費無料

講師：調整中

②少年サッカー教室

令和２年１２月１９日（土）（会場：渋川市赤城総合運動自然公園）

参加費無料

講師：秋山裕紀氏（Ｊ２アルビレックス新潟・渋川市出身）

③少年ソフトテニス教室

令和３年２月６日（土）（会場：渋川市総合公園）

参加費無料

講師：篠原秀典氏（日本体育大学ソフトテニス部監督・渋川市出身）

④小学生陸上教室

令和２年５月から令和３年２月までの毎月１回（会場：中村緑地公園、渋

川市総合公園）

参加費無料

講師：調整中

【内容】

青少年の健全育成と技術の向上を目的に、スポーツを通じて青少年に夢と希望

を与える各種スポーツ教室を、トップアスリート等を講師に招き、指定管理施設

を活用して実施する。

参加者数は、少年野球教室２００人、少年サッカー教室２００人、少年ソフト

テニス教室１２０人、小学生陸上教室２０人を見込んでいる。

【財源】

参加費無料のため、渋川市体育施設事業収入を充当する。

カ 第１回公共施設管理公社理事長杯グラウンド・ゴルフ大会

令和２年７月３１日（金）

【内容】

指定管理施設である坂東橋緑地公園の第２広場は、市民が自由に利用できる広
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場として整備されているが、立地条件の良さ等から、過去にグラウンド・ゴルフ

の競技会場として、関東大会も開催されたこともあり、好評を得ている。この施

設を活用して渋川市民にも愛好者の多いグラウンド・ゴルフの大会を渋川市グラ

ウンド・ゴルフ協会との共催により開催する。

参加者数は、１８０人を見込んでいる。

【財源】

参加費収入を充当するが必ずしも十分でない見通しのため、赤字分に都市公園

等事業収入を充当する。

キ 第１回公共施設管理公社理事長杯マレットゴルフ大会

日程調整中

【内容】

指定管理施設である赤城敷島マレットゴルフ場は、渋川市の社会体育施設とし

て平成１２年にオープンした計３６ホールのマレットゴルフ専用施設であり、自

然に囲まれたコースは、多くの市民に好評を得ている。この施設を活用してマレ

ットゴルフの大会を渋川市マレットゴルフ協会との共催により開催する。

参加者数は、１５０人を見込んでいる。

【財源】

参加費収入を充当するが必ずしも十分でないため、赤字分に都市公園等事業収

入を充当する。

(３)まちづくり事業

【目的】

指定管理施設を拠点として、渋川市の活性化に資する各種の事業を実施し、交

流人口の拡大や市民がふるさとを誇りに思う気持ちを呼び起こして、地域社会の

健全な発展と住民福祉の向上に寄与する。

ア 第２回ｓｈｉｂａフェスｉｎ渋川市の開催

令和２年６月６日（土）（会場：中村緑地公園）

参加費 おとな１,５００円 こども１,０００円 犬８００円

【内容】

渋川市出身の俳優渋川清彦さんが主演したテレビドラマと映画「柴公園」をテ

ーマとしたペットの犬と一緒に楽しめる映像と食と語らいのフェスを開催する。

この事業は、指定管理施設である、元ゴルフ場の中村緑地公園を会場として開催

し、きれいに管理された芝生の上を会場に、市内外の犬の愛好家を主な対象とす

るが、そうでない人も楽しめるよう開催するものであり、ドックランコーナーや

愛犬家向けグッズコーナー、地域の活性化に繋がる地元食材の紹介と地元食品を

提供する飲食物の提供コーナーなどを設けて、誰でもが１日楽しむことができる

催しとする。
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来場者数は、約１,０００人を見込んでいる。

【財源】

渋川市との共催事業である。入場料収入を充当するが、昨年の実績では不足が

生じていた。今年度赤字となった場合には、渋川市からの負担金と公社まちづく

り事業収入を充当する。

イ 第１回「ＡＲＴ ＭＥＡＴＳ LＩＶＥ(アート・ミーツ・ライブ）」

令和２年１０月３日（土）、４日（日）（場所：渋川市民会館）

入場料：無料～500円

【内容】

令和元年１０月５日（土）、６日（日）に開催された歌手で俳優の泉谷しげるさ

んが全国各地で行っている地域活性化イベント「ART of LIVE～渋川駅前大通り

祭」は、泉谷さんと親交のある渋川市観光大使で渋川市出身のバイオリニスト・

歌手の心奏（らら）さんと共に渋川駅前通り歩行者天国に合わせて渋川市美術館

をメイン会場に渋川市が開催したが、今回は、公社主催のまちづくり事業として、

会場を令和２年２月にリニューアルオープンした指定管理施設の渋川市民会館に

移し、事業の内容を変えて開催する。

イベントは、「ART MEATS LIVE」と題した、芸術と音楽ライブと地域の様々な食

（MEATS（食物や肉を意味する英語MEATに様々な食を表現するため複数形Sを付け

た造語とした。meets（会う）の意味も込めた。）を提供するもの。内容は、市民

会館の小ホールにて、渋川市観光大使で渋川市出身のジャズピアニスト保坂修平

さんと共演ミュージシャン(トリオ演奏を予定）によるジャズライブ演奏をメイン

に行い、小ホールはじめとした市民会館内の各所には、渋川市内に陶芸工房「龍

窯」を構える南雲龍氏をはじめとした工芸美術作家の作品を展示する。２日目に

はこれに加えて市民会館広場に地元産の食（MEAT(S)（豚肉、牛肉、もつ、果肉

(リンゴ）、魚肉(鮎）））を堪能できるブースを設置して提供する計画である。

イベントの趣旨が地域活性化であることから、観覧は無料～５００円程度とする。

なお、両日とも地域の物産の販売、その他の飲食を提供するブースの設を行い、

渋川市の魅力を多くの人に紹介する。

来場者数は、２日間で２,０００人を見込んでいる。

【財源】

入場無料又は廉価を予定しているため、不足分は渋川市からの負担金を充当する。

ウ 小野池あじさい公園あじさい祭り

令和２年６月２１日（日）～７月５日（日）※予定（場所：小野池あじさい公

園） 入場無料

【内容】

あじさいは渋川市の花として市民に親しまれているところであるが、このアジ

サイが２０種８,０００株が植えられ、アジサイの名所となっている、指定管理施
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設である小野池あじさい公園を会場にあじさい祭りを開催する。

内容は、アジサイの夜間ライトアップや、観光バスの立ち寄りを意識した地元

食材を活用した地元食品の飲食ブースを設置するほか、市民向けにあじさいの管

理講習会を開催する。なお、本公園ではボランティアによる花がら摘みも実施さ

れており市民も美しいアジサイの維持に一役買っている公園である。

期間中の来場者数は、約３０,０００人を見込んでいる。

【財源】

入場無料のため、渋川市からの負担金を充当する。

エ 長峰公園つつじ祭り

令和２年５月９日（土）～２４日（日）入場無料

【内容】

令和２年度から指定管理施設となる長峰公園は、園内の展望デッキからは遠方

に伊香保温泉街を見渡しつつ新緑に映える一面のヤマツツジの大群落を眺められ、

散策も楽しめる公園である。この公園のヤマツツジを広く市民と観光客に観賞し

てもらうため、榛名山の麓に位置するこの公園で長峰公園つつじ祭りを初めて開

催する。

祭り期間中の土曜、日曜には、地元食材を活用した地元食品の飲食ブースを設

置して、祭りを盛り上げる。

期間中の来場者数は、約１,５００人を見込んでいる。

【財源】

入場無料のため、渋川市からの負担金と公社まちづくり事業収入を充当する。

オ 夏休み木工教室

令和２年８月８日（土）（会場：渋川市総合公園）参加費無料

【内容】

児童の健全育成及び余暇活動に供する事業として、夏休み木工教室を開催する。

木工の材料は、指定管理施設である渋川市総合公園内の樹木の剪定等で出た枝等

を有効活用し、依頼した講師及び公社職員の指導により、動物の置物等を作成す

る。

参加者数は、２０人から３０人を見込んでいる。

【財源】

参加費無料のため、渋川市都市公園等の事業収入を充当する。

カ 凧づくり教室

①令和２年１２月１３日（日）

（会場：渋川市武道館（制作）、中村緑地公園（凧揚げ会場））

参加費３００円

②令和３年１月１６日（土）
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（会場：渋川市武道館（制作）、中村緑地公園（凧揚げ会場））

参加費３００円

【内容】

指定管理施設の中村緑地公園は、川沿いで冬季には凧揚げに最適な風が吹く。

この条件を活かして凧づくり教室を開催する。凧づくりの指導と大凧揚げのデモ

ンストレーションは地元赤城町の「赤城凧の会」に依頼する。凧づくり教室で出

来上がった凧は中村緑地公園で揚げて楽しむほか、参加者と来場者に甘酒の無料

配布を行う。

１回あたりの教室参加者数は、親子３０組を見込み、会場来場者数は１００人

を見込んでいる。

【財源】

参加費無料のため、財源は渋川市体育施設の事業収入を充当する。

キ 渋川市総合公園ライトアップ

令和２年１０月１６日（金）から１１月２３日（月・祝）までの１７時～２０

時

（会場：渋川市総合公園）入場無料

【内容】

指定管理施設の渋川市総合公園は、秋には色とりどりの紅葉が楽しめる。そこ

で、道路沿いの目立つ場所に植えられた紅葉の木を夜間ライトアップし来園者に

楽しんでもらう催しを開催する。

期間中の来場者（ライトアップ観覧者）数は、１,５００人を見込んでいる。

【財源】

入場無料のため、まちづくり事業収入を充当する。

ク 渋川市公園フォトコンテスト２０２０

募集期間：令和２年５月１日（金）から１１月３０日（月）まで（会場：指定

管理施設の公園）

参加費無料

表彰：令和３年１月１６日（土）

展示：令和３年１月１６日（土）から２４日（日）まで

【内容】

当公社は、渋川市の指定管理者として４０カ所の都市公園と４１カ所のその他

公園の管理運営を市民の余暇活動に供する事業として行っています。そこで、こ

れらの管理施設を撮影場所に用いた写真コンテストをまちづくり事業に位置づけ

て初めて開催する。募集期間中に撮影した写真を審査し、優秀作を表彰し、応募

作品は指定管理施設の渋川市民会館に展示する。

上毛写真連盟理事長の湯浅良雄氏に審査員長を依頼する。

応募者数は、１００人を見込んでいる。
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【財源】

参加費無料のため、まちづくり事業収入を充当する。


