
１，令和元年度第8期事業報告 （令和元年8月1日～令和2年7月31日） 

 

全体概況 

 「小出スキー場の管理運営」、「見晴らしの湯こまみ」、「特定非営利活動」の３つの柱

立ての中で、安心安全な運営と様々な企画を考案し、通年を通じて活動を行いました。 

小出スキー場の管理運営については、令和元年9月に、体育教育施設としての要望を市長へ

提出し、12月の営業開始に向けて準備を行いました。しかし、スキーを滑走できるだけの

降雪が2月上旬までまったく無く、ようやくリフトの稼働ができたのは、2月中旬の6日間

のみと前例のない稼働期間となりました。その後は、COVID-19の感染拡大により、3月

の首都圏の小学校来場が全てキャンセルとなったことも重なり、事業実施に大きな影響とな

りました。また、令和3年3月で契約満了となる、索道・圧雪車の点検整備を含めた契約の

協議を現段階も継続を行っております。 

 見晴らしの湯こまみにつきましては、令和元年11月に発生した設備トラブルにより2月

末から修繕のための休業を行い、再開の段階で上段の感染拡大の懸念により、5月中旬まで

休業せざるを得ない状況となりました。営業中は変わり湯や軽食の販売・各種イベントの実

施を行い、休業中は設備の修繕や清掃作業、スタッフの教育訓練を行い、再開時の満足度向

上に務めました。 

 特定非営利活動は、サマーシーズンを含めてのスキー場の活用、周辺に広がる里山エリア

や「小出公園」を利用させていただきながら、SDGｓ（持続可能な開発目標）のもと、

「教育」「健康づくり」「環境保全」の３つのテーマで様々なプログラムを実施いたしまし

た。上記感染拡大にある現状況下では、各種発表がなされている様々なガイドラインに準じ

る形で様々な対策を講じながら実施を進めました。 

 収支についてはスキー場の運営が上記理由から、想定をしていた負債の解消には至らず、

逆に大きな負担が生じました。このため様々な対策を検討しながら、財務体質の改善に努め

ていく必要があります。 

 

◎小出スキー場の管理運営に関する事業 

 前述の通り、歴史的にまれに見る少雪により、小出スキー場の索道稼働期間もごく僅かな

ものとなりました。その中でも、依頼を受けている学校授業への対応として、近隣スキー場

や宿泊施設周辺での振替実施による、レンタルスキーの提供やかんじき体験等のプログラム

の実施を行い、最大限の収益確保できるよう務めました。また、リフト稼働は無くとも、ソ

リ遊びといった雪に触れ合う方々の休憩場所として、スキーセンターはクローズまで稼働を

行いました。また契約については、令和３年３月で満了となる施設貸借契約について、令和

2年9月に体育教育施設としての要望を提出いたしました。その後も市当局とのヒアリング

を実施し、令和2年4月に市当局から索道施設の無償譲渡、そして小出公園、見晴らしの湯

こまみの指定管理への移行の提示がなされ、現在も市当局と協議を継続しております。 
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◯小出スキー場営業日数 

2月8日（日）～2月15日（土）7日間（昨年度比60日減） 

※2月16日以降ハウスのみ休憩スペースとして開放していたが、2月27日にCOVID-19の

影響で3月1日以降の学校授業受け入れが全てキャンセルとなってしまったことから、3月2

日（月）営業終了とした。 

  

◯積雪の推移 

1/2 25cm 2/7 50cm 2/9 55cm 2/10 65cm（最高積雪）2/15 20cm 

◯入り込み人数 

1月 0名（昨年度10,800人 昨年度比0%） 

2月 1,280名（昨年度19,130名 昨年度比6％） 

3月 0名（昨年度6,940人 昨年度比0％） 

◯年度別入り込み数 

  H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年

度 

R１年度 

12月 1870人 3300人 650人 0人 2800人 450人 0人 

1月 8810人 12760人 2720人 6360人 10640

人 

10800

人 

0人 

2月 7220人 6600人 6760人 9200人 6950人 6940人 1,280人 

3月 1920人 780人 970人 1220人 1480人 940人 0人 

合計 19820人 23440人 11100人 16780人 21870

人 

19130

人 

1280人 

・次年度に向けた検討項目 

 雪は必ず降るという定説が崩れたため、少雪時のリスク回避をどのように考えるか。 

 COVID-19対策の検討 

 令和3年3月で満了となる、スキー場施設の貸借貸与の更新交渉 
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◎見晴らしの湯こまみに関する事業 

 ３期目となる、施設の一部管理運営の業務を行い、順調に入り込み数やイベントの実施を

行ってまいりました。大規模改修を見据え、第三者機関の専門家を交えた提案を行っていた

中、改修延期の方針が出され、さらに施設の老朽化による大規模トラブルが発生したこと

で、入り込み数に変化が生じました。更に上記感染拡大による休業を余儀なくされ、約３ヶ

月近い休業となりました。その中でも、軽微な修繕や運営改善、スタッフ研修の実施を行

い、再開後は安心安全な施設運営を第一に事業を行っております。現在は徐々に入り込み人

数が復調となっており、今後は感染予防対策を講じながら、利用した方の満足を向上できる

よう運営を行う必要があるほか、老朽化が進むなか日常の点検等でより素早く不具合を発見

し、対処につなげる連携がより必要になっています。 

◎見晴らしの湯こまみに関する事業 

概況報告 

＜営業日数及び入館者数推移＞ 

月 利用者数（人） 営業日数（日） 前年比（％） 備考 

８月 
5,531  26  101.75% 

 

９月 
4,489  26  107.98% 

 

１０月 
4,510  26  98.27% 

 

１１月 4,361  25  70.40% 11/3ろ過器トラブル 

１２月 
4,779  26  89.75% 

 

1月 5,567 27 93.93％   

2月 4,468 25 82.71％ ろ過器修繕による休業1日 

3月 0 0 0.00％ ろ過器修繕による休業10日 

COVID-19休館21日 

4月 0 0 0.00％ COVID-19による全日休館 

5月 443 11 7.53％ 5/20営業再開（入浴のみ、時

間短縮18:00まで） 

6月 2,114 25 47.82％ 6/3～休憩所など受入再開 

7月 3,140  27 74.34％ 営業時間を20時まで延長   
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・次年度に向けた検討項目 

 COVID-19感染予防対策の実施（状況に応じて実施） 

 大規模改修後の施設運営について 

 

◎特定非営利活動に関する事業 

 今年度も多くの会員さんからご継続をいただき、また新規にご入会もあり、多大なるご支

援をいただきながら活動を実施いたしました。 

 今年度から開始したSDGｓに基づく３項目をテーマにした活動は、通年を通じて活動を

実施いたしました。冬季間はスキーを活用した活動は大幅に減少しましたが、ウィンタース

クール等スキー授業・かんじき体験の小学校受け入れは、指導ルールを策定した中で近隣ス

キー場へ振替えて実施を行いました。また、活動資金の元となる各種助成金・補助金の申請

を積極的に行い、２０代からの大人を対象とした環境プログラムの新規実施やノルディッ

ク・ウォークといった健康づくりのプログラム、小学生向けの自然体験など、感染予防ガイ

ドラインに基づきながら、継続的な実施を図りました。また、スキー場・小出公園周辺で活

動する方々とのコミュニケーションを取りながら、整備されているフィールドを上記プログ

ラムで利用させていただき、それに加えて小出公園を活用した教育プログラムの実施を行い

ました。 

 上記内容のプログラムが市外でも実施してほしいという要望もいただけるようになり、期

待に答えられる企画と運営を行ってゆく必要があります。 

○会員 括弧は前期 

 法人・団体 個人 

協賛会員 26社（25社） 1人（3人） 

正会員 38社（45社） 76人（80人） 

援助会員 4社（3社） 69人（120人） 

 

◯会議・イベント等活動実施報告 

日程 事業名 活動内容 参加者人数・備考など 

令和元年 

9月１０日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

S-B-Bセミナー スキー場スタッフ 
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９月１６日 見晴らしの湯こま

みに関する事業 

軽食販売 おにぎり・汁物等の軽食販売 

９月１６日 見晴らしの湯こま

みに関する事業 

ドコモショップ出張販

売 

携帯電話の出張販売・手続き 

９月１６日 見晴らしの湯こま

みに関する事業 

子ども無料デ― 小学生以下無料 

１０月２

日・３日 

小出スキー場の運

営に関わる事業 

索道技術管理者研修会 理事1名 

１０月６日 まちづくりの推進

に関する事業 

うおぬまわくわくキッズ

（市委託） 
かぼちゃの収穫   

小学生・保護者２０名 

１０月６日 まちづくりの推進

に関する事業 

自然発見活動～魚沼～ ツリークライミング体験会  

小学生１８名 

～１０月ま

で 

健康増進に関する

事業 

定期ノルディック・ウォ

ーク活動 

１０月３１日まで 延べ２８２名 

１２月２日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

魚沼市スキー場安全対

策協議会 

副理事長・事務局長 

１２月４日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

営業中の運営体制に関

する会議 

索道主任 

１２月１１

日 

小出スキー場の運

営に関わる事業 

スキー場ヒアリング

（市役所） 

副理事長・事務局長 

１２月１５

日 

小出スキー場の運

営に関わる事業 

スタッフ勤務開始 ２６名（リフト係１５名、パトロ

ール２名 

１２月１５

日 

小出スキー場の運

営に関わる事業 

安全祈願祭 県議・市長・市議会議長・観光協

会長・団体会長 

１２月１６

日 

小出スキー場の運

営に関わる事業 

スタッフオリエンテー

ション 

総会内容説明・行動方針・事故事

例・安全教育 

１２月１６

日 

小出スキー場の運

営に関わる事業 

避難訓練・救助訓練・

救命講習 

普通救命講習会の実施（接客対

応・傷病手当） 

１２月１９

日 

小出スキー場の運

営に関わる事業 

新人研修（傷病者対応

訓練） 

魚沼市消防本部にて実施 

１２月２２

日～ 

小出スキー場の運

営に関わる事業 

降雪不足のため、待機

指示 
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令和2年 

1月16日～ スノースポーツの

普及に関する事業 

江戸川区ウィンタース

クール（以下WS）受

け入れ開始 

スキー授業中止（４校） 

小出スキー場実施（１校） 

須原スキー場振替（８校） 

取りやめ（２校）コロナ影響 

1月18日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

スキー場スタッフ説明

会 

（労使協議） 

理事長・副理事長 

全スキー場スタッフ 

スキー場の財政状況と今後の対応

について 

雇用契約の変更について（期間雇

用から日々雇用への労使協議を行

った。） 

1月25日 イベント運営に関

する事業 

小出スキーカーニバル

の中止決定 

小出雪まつり実行委員会にて決定 

2月9日 小出スキー場の運

営に関する事業 

小出スキー場営業開始 12:00～開場 

2月12日～ 〃 スキー授業受け入れ 

（県内・市内） 

実施校 

・東小千谷小学校 

・上川西小学校（1回） 

中止校（または振替） 

・小出小学校（須原振替） 

・小出中学校（中止） 

・小出高校（中止） 

・宇賀地小学校（須原振替） 

・伊米ヶ崎小学校（中止） 

・千田小学校（中止） 

・上川西小学校（1回） 

・長岡ろう学校（中止） 

2月13日 健康増進に関する

事業 

「脱！冬ごもり教室」

の実施 

参加者22名 （今季1回） 

2月15・2

2・29日 

スノースポーツの

普及に関する事業 

「ゆきんこ運動会」実

施（計3回） 

子どもゆめ基金助成活動 

延べ32名参加 

2月16日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

スキー場休場 少雪のため 

但し、ハウスのみ開放 

2月22日 見晴らしの湯こま

みに関する事業 

「そば打ち体験教室」

実施 

参加者：8名 

2月29日 〃 休業開始 ろ過器修繕工事 

3月2日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

営業終了 予定3月8日を前倒して終了 
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3月3日～8

日 

〃 スキー場片付け作業 予定3月15日を前倒して終了 

3月5日 見晴らしの湯こま

みに関する事業 

見晴らしの湯こまみ休

業延長 

感染拡大防止 

魚沼市の指示のもと休業 

3月25・2

7日 

まちづくりの推進

に関する事業 

小学生向け屋外活動 ネイチャーゲーム・ハイキング 

参加者 計9名 

3月15日 見晴らしの湯こま

みに関する事業 

スタッフ意見交換会 今後の運営体制・方針について情

報共有 

3月16日～

随時 

〃 スタッフ研修 感染症予防やクレーム対応 

実践形式の勉強会 

理事長による講義 

参加者：10名 

（4月7日 緊急事態宣言発令） 

4月8日 見晴らしの湯こま

みに関する事業 

休業延長決定 施設の修繕・清掃・研修会を実施 

4月13日～ 関連施設の管理運

営に関わる事業 

スキーセンター 

利用休止 

魚沼市の要請に伴う利用休止 

（～5月末まで） 

4月15日～ 健康増進に関する

事業 

ノルディック・ウォー

ク紹介動画の制作 

全5本 

配信：ケーブルテレビ・youtube 

協力：うおぬまケーブルテレビ 

4月16日 

～5月28日 

〃 ノルディック・ウォー

ク自主練習会実施 

毎週木曜日実施 

（計5回・参加者延べ37名） 

4月27日 小出スキー場の管

理運営に関する事

業 

スキー場ヒアリング 副理事長・事務局長 

5月4日 まちづくりの推進

に関する事業 

小出スキー場清掃活動 参与・副理事長・理事2名・事務

局2名・会員2名  

5月9日～ 小出スキー場の管

理運営に関する事

業 

Facebookでの動画配

信開始 

法人紹介・活動紹介・ハイキング

コースの紹介など 

5月20日 見晴らしの湯こま

みに関する事業 

見晴らしの湯こまみ 

営業再開 

県の緊急事態宣言の解除に伴い、

魚沼市より営業再開の指示 

6月4日 健康増進に関する

事業 

ノルディック・ウォー

ク「歩んでみん会」開

催 

毎週木曜日実施～10月末まで予

定（8月は休止） 

6月7日 まちづくりの推進

に関する事業 

多世代で里山を守ろ

う！～体験で触れる身

独立行政法人環境再生保全機構地

球環境基金助成活動（全5回） 
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近な自然保護の環境づ

くりプロジェクト 

ワークショップ・植生調査  

参加者8名 

6月20・2

1日 

小出スキー場の運

営に関わる事業 

小出スキー場草刈り スタッフ10名 

7月5日 まちづくりの推進

に関する事業 

「こいでのたから☆み

っけ隊」第2回開催 

ワークショップ・植生調査  

参加者8名 

 

2020年8月1日以降 

８月５日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

各スキー場担当者 

茶話会 

小出郷福祉センター 

市内４スキー場 

議員発案 

譲渡後の施設について議論あり 

８月９日 まちづくりの推進

に関する事業 

「こいでのたから☆み

っけ隊」第３回開催 

ワークショップ・植生調査  

参加者１０名 

８月１２日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

４月の提示条件の確認 副理事長・事務局長 

８月１７日 

～２４日 

〃 スキー場を考える会 

ワークショップ 

計５回 

広神：理事長・事務局長・事務局 

堀之内：副理事長・事務局長 

小出：理事・事務局 

湯之谷：理事・事務局 

須原：事務局長・事務局 

８月２２日 まちづくりの推進

に関する事業 

うおぬまわくわくキッ

ズ 

魚沼市教育委員会委託 

参加者２２名 

８月２３日 〃 自然発見活動～魚沼～ 魚沼市教育委員会後援 

参加者２４名 

8月27日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

提示条件の確認 事務局長 

9月4日 小出スキー場の運

営に関わる事業 

提示条件の返答確認 副理事長・事務局 

会議実施報告 

理事会 年3回（9月・1月・8月）実施 

総会 年1回（9月） 実施 
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