
令和３年度事業計画

Ⅰ 事業方針

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、次の事業を実施する。

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

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（収益事業を含む。）

Ⅱ 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〕

事業渋川市まち

公共施設の管理運営に関 （２) 体育施設の管理運営事業づくり財団

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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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業

１ 芸術文化教養事業

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

化芸術の振興に関する事業を実施する。

（１）こどもの日映画会

（２）ホールでピアノを弾いてみよう！

（３）音楽の絵本コンサート

（４）落語二人会

（５）群響渋川ニューイヤーコンサート

（６）林部智史コンサート

２ スポーツ・健康推進事業

指定管理施設を拠点として、スポーツを通し、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実施する。

（１）しぶかわスポーツクラブによる各種スポーツ教室等事業

（２）第３回しぶかわスポーツクラブまつり等のイベント事業

（３）健康講話等の講演事業

（４）「渋川ウォーキングマップ」を活用したウォーキング等

３ まちづくり事業

指定管理施設を拠点に、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し、渋川市の活

性化に資する事業を実施する。

（１）長峰公園つつじ祭り

（２）働く車大集合

（３）地域おこし協力隊サミット

（４）小野池あじさい公園あじさい祭り

（５）ＴＧＲラリーチャレンジタイアップ事業

（６）みんなの夜の遊園地

（７）吹奏楽の祭り

（８）ドライブインシアター

（９）芝フェス

（10）オータムライブフェア

（11）渋川市総合公園ライトアップ

（12）凧作り・凧揚げ教室
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（13）フォトコンテスト

（14) 渋川市民会館の新しい楽しみ方

【公共施設の管理運営に関する事業】公益目的事業２

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ともに、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、施設の管理及び貸与事業を行う。

（１）渋川市民会館

２ 体育施設の管理運営事業

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

持管理と安全確保に努めた管理を行う。

（１）体育施設（２１施設）

ア 渋川市武道館

イ 渋川市民体育館

ウ 渋川市有馬野球場

エ 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)

オ 渋川市伊香保体育館

カ 渋川市伊香保屋外運動場

キ 渋川市伊香保香東大日向スポーツ広場

ク 渋川市小野上運動公園

ケ 渋川市小野上スポーツ広場

コ 渋川市小野上体育館

サ 渋川市小野上テニスコート

シ 渋川市子持社会体育館

ス 渋川市子持総合運動場

セ 渋川市上白井運動場

ソ 渋川市横堀野球場

タ 渋川市赤城第２総合グラウンド

チ 渋川市赤城総合運動自然公園

ツ 渋川市赤城敷島マレットゴルフ場

テ 渋川市北橘総合グラウンド

ト 渋川市北橘運動場

ナ 渋川市民プール
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３ 公園施設の管理運営事業

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）公園施設（８３施設）

〇都市公園（４１か所）

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

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

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

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

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

マ 坂下南公園

ミ 四ツ角みなみ公園
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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

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

〇その他公園（４２か所）

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

カ 金井雇用促進住宅公園

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

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

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

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
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ホ 行幸田宮ノ前公園

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

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

ル 中村緑地公園

レ 紅葉台団地内公園

〇有料公園施設（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）

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、

バーベキューハウス）

キ 六万農村公園（水車）

【渋川スカイランドパーク遊園地の管理運営事業】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

北毛地区の観光の拠点として、幅広い年齢層が楽しめる遊園地として適正な

管理運営を行う。

令和３年度は、令和２年３月からの新型コロナウイルス感染症に伴う閉園や

県外者の入場制限、屋内型遊具の利用制限等によって悪化した収益の回復に向

けて、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策を丁寧に行い、安全な遊

園地として事業を実施する。

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。

（２）イベント事業

新しい生活様式に対応した形で花火大会やテレビキャラクターショー、大道

芸人等魅力的な自主事業を開催するほか、ビンゴゲームや菓子等のプレゼント

企画等の参加型イベントも行う。また、入園無料デー等の優待イベントを行う

など利用者サービスに務め、リピーターを確保する。
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さらに、遊園地内のステージ等の利用を各種団体に提供して団体の発表の場

に提供し、併せて来場者に楽しんでもらえる場としている他、遊園地ならでは

の環境を活かしたモータースポーツイベントへの協力も積極的に行う。

（３）食堂事業

利用客の利便が図れるとともに遊園地としての雰囲気づくりになるため、遊

園地事業の収益増にも繋がる食堂事業を行うほか、業者によるキッチンカー営

業の場を提供する。
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【芸術文化教養事業】

No. 事業名 開催日 内容 会場
事業予算
（千円）

1
こどもの日映画会
（自主単独）

5/2(日)、3(月･祝)
　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提供する。

渋川市民会館 865

2
ホールでピアノを弾い
てみよう！
（自主単独）

7/31(土)、8/1(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。

渋川市民会館 127

3
音楽の絵本コンサート
（自主単独）

10/31(日)

　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。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
催する。

渋川市民会館 2,638

4
落語二人会
（自主単独）

11/13(土)
　市民にとって身近な場所である渋川市民会館を
会場に著名な落語家である柳家喬太郎と春風亭一
之輔を招いて二人会を開催する。

渋川市民会館 2,618

5
群響渋川ニュー
イヤーコンサート
（市等共催）

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。

渋川市民会館 2,935

6
林部智史コンサート
（自主単独）

公演日調整中

　「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開催する。

渋川市民会館 7,477
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【スポーツ・健康推進事業】

No. 事業名 開催日 内容 会場
事業予算
（千円）

1
しぶかわスポーツクラ
ブによるスポーツ教室

※月毎の教室プ
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渋川
市内体育施設を中心に開催する。

渋川市武道館、
子持社会体育館、
伊香保体育館外

2,967

2
ウォーキング等イベン
ト

季節による開催

　健康増進のため、渋川市の作成した「渋川ウォー
キングマップ」コースのほか市内の桜やツツジの名
所、赤城自然園内散策など、多様な目的を持って
楽しみながら歩くイベントを開催する。

渋川市内 30

3
小学生ディスクゴルフ
教室

5月
 小学生を対象に指定管理施設である子持ふれあ
い公園を活用して、ディスクゴルフの教室を開催す
る。

子持ふれあい公園 10

4 無料体験教室 6月
　しぶかわスポーツクラブを市民に周知するため、
無料の体験教室を開催する。

中村緑地公園 15

5
共生スポーツ体験教
室

6月
　体の不自由な人も健常者と共に参加できるスポー
ツを体験できる教室を開催する。（ボッチャ、シッティ
ングバレー）

子持社会体育館 15

6
ストレッチ(体づくり)教
室

6～12月の毎月
1～2回(土曜)

計10回

　武道館第１武道場で、運動不足の解消および柔
軟性や体力向上を目指して体の動かし方を学ぶ教
室を開催する。

渋川市武道館 40

7 少年少女陸上教室
6～R4.3月の毎月

1回(日曜)
計10回

　基本となる運動を大切にしながら、楽しみながら正
しい走り方、跳び方、投げ方を学び、体力および技
術の向上を目指す。

渋川市総合公園、
中村緑地公園

70

8 健康講話 8月
　「スポーツと健康の関係性」「食と健康の関係性」を
テーマに開催する。

中村緑地公園 30

9 かけっこ教室 8月、10月
　小学校低学年の児童を対象に「かけっこが好きに
なる」を目標に１回目は、走る姿勢や速く走るための
基礎を、２回目は、楽しく長距離を走ることを学ぶ。

赤城総合運動自然公園 20

10
親子でヨガ・ストレッチ
教室

10月
　３歳以上就学前のお子さんと母親を対象に母親の
身体をヨガ・ストレッチで矯正し、３歳児以上のお子
さんの身体も発育に良いストレッチなど行う。

赤城総合運動自然公園
（赤城スポーツセンター

会議室）
20

11
マレットゴルフ初心者
教室

1月、2月
　市民を対象にマレットゴルフの普及啓発・活動を
行うことで、利用者の介護予防及び健康増進並び
に施設の利用促進を図る。

赤城敷島
マレットゴルフ場

50
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【まちづくり事業】

No. 事業名 開催日 内容 会場
事業予算
（千円）

主管課

1 長峰公園つつじ祭り 4月
　つつじの名所である長峰公園を会場にし
たつつじ祭りを開催する。

長峰公園 80 施設管理課

2 働く車大集合 5月
　群馬県植樹祭に合わせて、子ども向け体
験会を赤城総合運動公園で開催する。

赤城総合運動
公園

230 文化事業課

3
地域おこし協力隊サミッ
ト

5月
　地域おこしの現場を担う方々との交流の場
となる地域おこし協力隊の全国サミットを群
馬県とタイアップして開催する。

渋川市民会館 490 文化事業課

4
沼尾川親水公園魚の
つかみ取り大会

6月

　沼尾川親水公園の施設を周知するため、
沼尾川キャンプ場のシーズン前の休場期間
に魚のつかみ取り大会を開催する。捕った
魚は、BBQ場施設ですぐに焼いて食べるこ
ともできる。

沼尾川親水公園
キャンプ場西の池

100 施設管理課

5
小野池あじさい公園
あじさい祭り

7月
　渋川市の花「あじさい」の名所である小野
池あじさい公園を会場にしたあじさい祭りを
開催する。

小野池あじさい
公園

1,650 施設管理課

6
ＴＧＲラリーチャレンジタ
イアップ事業

7月
　渋川スカイランドパーク遊園地第４駐車場
を拠点に開催するモータースポーツイベント
とのタイアップ事業を実施する。

渋川スカイランド
パーク遊園地

800 文化事業課

7 みんなの夜の遊園地 7月
　渋川スカイランドパーク遊園地で開催する
みんなの夜の遊園地を共催し、同パークの
魅力を発信する。

渋川スカイランド
パーク遊園地

280 文化事業課

8 吹奏楽の祭り 7月
　参加型の吹奏楽コンサートを渋川市民会
館で開催する。

渋川市民会館 4,540 文化事業課

9 ドライブインシアター 8月
　渋川スカイランドパーク遊園地第４駐車場
でドライブインシアターを開催する。

渋川スカイランド
パーク遊園地

1,230 文化事業課

10
紙飛行機・紙ブーメラン
づくり教室

8月

　作品制作に必要な技能を習得すると同時
に創造力を養う教室を小学生を対象に開催
する。また、普段、子持社会体育館を利用し
ない児童には、同体育館の良さを知っても
らう機会とする。

子持社会体育館、
子持ふれあい公園

10 施設管理課

11 芝フェス 10月
　一面芝生で広大な「中村緑地公園」の魅
力を活かした参加型フェスティバルを開催
する。

中村緑地公園 4,935 文化事業課

12 オータムライブフェア 10月
　渋川市民会館中庭を中心とした音楽ライ
ブと食の祭典を開催する。

渋川市民会館 370 文化事業課

13 棒まきパン作り 10月

　青少年健全育成を目的に、粉から作る棒
巻きパンを作ってその場で炭で焼く教室を
小学生を対象に開催し、日常生活から離れ
た体験と交流の場を提供する。

子持ふれあい公園 10 施設管理課

14
渋川市総合公園
紅葉ライトアップ

11月

　色とりどりの紅葉が楽しめる秋の渋川市総
合公園で県道沿いに植えられた紅葉の木を
夜間ライトアップし、来園者に憩いの場を提
供して同公園を周知する。

渋川市総合公園 300 施設管理課
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No. 事業名 開催日 内容 会場
事業予算
（千円）

主管課

15 こもち幼稚園作品展 11月

　体育館の運動施設以外での活用として、
体育館利用者も普段体育館を利用しない
人も楽しめる、こもち幼稚園の子どもたちが
描いた作品の展示会を開催する。

子持社会体育館 10 施設管理課

16
第３回しぶかわスポーツ
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 400
スポーツ
クラブ課

17 フォトコンテスト
撮影：Ｒ2.12月
～Ｒ3.12月
募集：Ｒ3.12月

　財団が指定管理する公園等施設及び主
催イベント等をテーマにしたフォトコンテスト
を開催する。

財団指定管理施設 70 文化事業課

18 凧作り･凧揚げ教室 12月、R4.1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

100 施設管理課

19
利根川河川敷公園のさ
くら周知

R4.3月中旬～
下旬

　公園内には総延長約2ｋｍに渡って桜が植
えられており、花の咲くｼｰｽﾞﾝはとても綺麗
だが、特定の利用者しか訪れていないのが
現状である。桜の名所として周知するため、
案内看板等を新たに設置するとともにＨＰで
河川敷公園の桜を紹介する。

利根川河川敷公園 100 施設管理課

20
渋川市民会館の新しい
楽しみ方

Ｒ3.4月～Ｒ4.3
月までの奇数月

　渋川市民会館多目的室やロビーを会場
に、各種ジャンルによるイベントを隔月により
開催し、渋川市民会館の新しい魅力を発信
する。

渋川市民会館 540 文化事業課
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【定期開催教室】

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～高齢者 子持社会体育館 24

2 バランスボール ２回／月 成人～中高年齢 子持社会体育館 24

3 フレッシュダンス ２回／月 ３歳～小学６年生 渋川市武道館 24

4 ボールdeコアトレ ２回／月 成人～中高年齢
中村緑地公園
クラブハウス

24

5 パワーエクササイズ ２回／月 成人～中高年齢
中村緑地公園
クラブハウス

24

6 バドミントン ８回／月
・小学３年～中学生
・高校生～中高年齢

子持社会体育館、
伊香保体育館

96

7 少林寺拳法（護身術） ４回／月 成人～中高年齢 渋川市武道館 48

8 運動あそび ４回／月 幼児～小学生 渋川市武道館 48

9 テニス ２回／月 幼児～小学生 子持社会体育館 24

10 ヨガ ２回／月 成人～高齢者 子持社会体育館 24

11 貯筋運動 ４回／月 成人～高齢者 子持社会体育館 48

12 リラックスヨーガ ２回／月 成人～中高年齢
中村緑地公園
クラブハウス

24

13 スポレック ４回／月 成人～高齢者 北橘社会体育館 48

14 ノルディックウォーキング ８回／月 成人～高齢者
子持社会体育館、
ふれあい広場

96

15 親子空手道 １回／月 幼児～中高年齢 子持社会体育館 12

16 親子運動あそび ２回／月 幼児～中高年齢 渋川市武道館 24

17 親子サッカー ２回／月 幼児～中高年齢 中村緑地公園 24

18 スポーツウエルネス吹矢 ２回／月（隔月） 幼児～高齢者 子持社会体育館 12

19 けいらくビクス ２回／月 成人～中高年齢 渋川市武道館 24

令和３年度　しぶかわスポーツクラブ　教室予定
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No. 教室名 期日 対象 会場
年間

予定回数

20 chiボールdeボディケア ２回／月 成人～中高年齢 渋川市武道館 24

21 ダンベル健康体操 ４回／月 成人～高齢者 子持社会体育館 48

22 スポーツチャンバラ ２回／月 幼児～中高年齢 渋川市武道館 24

23 中学生空手道 ４回／月 中学生 渋川市武道館 48

24 軽スポーツ ４回／月 成人～高齢者 渋川市民体育館 48

25 キッズサッカー ４回／月 幼児～成人 赤城総合運動公園 48

26 ステップエアロ １回／月 成人～中高年齢
中村緑地公園
クラブハウス

12

27 シッティングバレー ２回／月 成人～中高年齢 子持社会体育館 24

28 さいかつボール ２回／月 成人～中高年齢 子持社会体育館 24

【短期開催教室】

No. 教室名 期日 対象 会場
年間

予定回数

1 水中健康づくり ６回／年 成人～高齢者
渋川市民プール、
ゆうあいピック

6

2 水中着衣泳（水難救助法） １回／年 小学生～中高年齢
渋川市民プール、
ゆうあいピック

1

3 トランポリン ８回／年 幼児～中高年齢
赤城総合運動公園

体育館
8

4 アイスホッケー ５回／年 幼児～小学生 前橋アイスアリーナ 5

5 スケート ４回／年 幼児～小学生 前橋アイスアリーナ 4

- 13 -



【別紙ウォーキング等イベント】

No. 事業名 開催時期 内容 会場

1 さくらウォーキング 4月
　市内の季節を感じながら、健康増進のため、中村緑
地公園から佐久発電所までを歩く。

中村緑地公園

2 つつじウォーキング 5月
　市内（伊香保地区）の季節を感じながら、健康増進の
ため、伊香保体育館から長峰自然公園までを歩く。

伊香保体育館

3
親子ウォーキング
（子持白井宿跡コース）

5月
　健康増進と家族の親睦を図るため、渋川市の作成し
た市民に人気の「渋川ウォーキングマップ」のコースを
親子で歩く。

渋川ウォーキング
マップコース

（子持社会体育館を拠点）

4
渋川市内ウォーキング
（赤城健康公園コース）

7月
　健康増進のため、渋川市の作成した市民に人気の
「渋川ウォーキングマップ」のコースを歩く。

渋川ウォーキング
マップコース

（赤城健康公園を拠点）

5 もみじウォーキング 10月
　季節や景色を感じながら、健康増進のため、渋川市
総合公園から法水寺周辺を歩く。

渋川市総合公園

6
赤城自然園ウォーキング
（共催事業）

11月
　健康増進のため、赤城自然園の中を散策しながら歩
く。

赤城自然園
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