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Ⅰ．平成２０年度 財団法人山形市体育協会事業報告書 

 

 平成２０年４月１日に財団法人山形市スポーツ振興事業団と統合し，新体育協会として掲げた

基本方針のもとで「明るく健康で活力ある生涯スポーツ社会の実現」に向けて各種事業を展開し

た。 

 各種事業の実施にあたっては，山形市との間で交わされた各種契約等に基づいて適切な執行

に努めた。 

 １．組織体制 

   ・会 長  早 坂  孝 

     理事２０名・評議員５２名・監事２名 

   ・事務局 

     専務理事 板垣歳光 

     常務理事兼事務局長 城戸口庄悦 

     事務局職員２６名（プロパー職員１６名・嘱託職員１０名） 

 ２．山形市との契約事項 

   ・地域スポーツ振興事業業務 

   ・山形市総合スポーツセンター等の管理に関する協定 

・市立第一小学校屋内プール監視等業務 

 

１．地域スポーツ振興事業 

地域におけるスポーツや健康づくりに関する組織・団体との連携強化を図りながら， 

総合型地域スポーツクラブ創設に向けた取組と市内各地区におけるスポーツ・レクリエーショ

ン活動への支援活動を実施した。 

（１）! 総合型地域スポーツクラブ創設と運営支援 

  ①設立を検討している地域団体に対する相談・資料提供等を行うとともに，生涯 

地域スポーツ委員会において，今後の方向性や手順についての検討を進めた。 

②「総合型地域スポーツクラブ ほなみふれあいスポーツクラブ」が主催する市 

民講座に対して，講師を紹介すると共に共催し支援した。 

      ・期 日：平成２０年１２月２３日（火） 

      ・場 所：山形市立金井小学校体育館 

      ・講 師：工藤公康投手（横浜ベイスターズ） 

      ・参加者：４００名 

  （２）スポーツ振興事業の推進 

   ①各種スポーツ教室の実施（山形市からの受託事業） 

 健康づくりや子どもの体力向上・普及を目的とした 20 教室を，890 名の募集 

定員に対して，865 名の参加者（延べ参加者数：3,728 名）を得て実施した。 
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資料１：平成２０年度スポーツ教室実施状況（山形市からの受託事業） 

（26 ページ） 

②指定管理施設を活用したスポーツ振興事業の実施 

スポーツセンター等の設置目的である市民の健康増進，スポーツ及びレクリエー

ションの推進をとおし，健全な市民生活の形成に資するため，19 種目 35 教室のス

ポーツ教室を開催し，募集定員 1,095 名に対して，909 名の参加者（延べ参加者数：

6,371 名）をもって実施した。 

資料２：平成２０年度スポーツ教室実施状況（指定管理事業）（27 ページ） 

（３）地域スポーツ・レクリエーション活動に対しての支援 

     地域や小学校の放課後活動への指導者派遣について要請があった１７件につ 

いて，職員を派遣するとともに，スポーツ用具の貸出を実施した。 

資料３：平成２０年度地域スポーツ・レクリエーション活動支援状況 

（28 ページ） 

       

２．競技スポーツ振興事業 

   競技スポーツ振興のため，育成強化費の交付と指導力及び競技力向上のための研修会等

を実施した。 

   （１）育成強化費交付 

       ＠２０，０００円×４９団体＝９８０，０００円 

        ※賛助会員の紹介団体に対して，10％の還元金制度あり。 

         （交付金額合計：１，００１，５００円） 

   （２）研修会の開催 

     ①財団法人日本体育協会公認スポーツリーダー養成講習会 

（兼スポーツ少年団認定員講習会） 

      ・期 日：平成２０年１１月２８日（土）・２９日（日） 

      ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

      ・対 象：２０歳以上のスポーツ指導者 

      ・講 師：大貫義人教授（山形大学地域教育文化学部 文化創造学科） 

他５名 

      ・参加者：８６名（うちスポーツ少年団認定員講習会参加者 ６７名） 

     ②ヒューマンスキルアップミート（第１回） 

      ・期 日：平成２０年１０月２６日（日） 

      ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

      ・対 象：中学生・中学校部活顧問・指導者 

      ・講 師：勝田隆教授（仙台大学スポーツ情報マスメディア学科長）他２名 

      ・参加者：８８名 
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     ③ヒューマンスキルアップミート（第２回） 

      ・期 日：平成２１年３月２９日（日） 

      ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

      ・対 象：小学生・スポーツ少年団員・スポーツ少年団指導者・保護者 

      ・講 師：勝田隆教授（仙台大学スポーツ情報マスメディア学科長）他２名 

      ・参加者：８５名 

 

３．ジュニアスポーツ振興事業 

   山形市スポーツ少年団の育成，奨励及び指導者育成，並びに学校等スポーツ活動への支

援に関する事業を実施した。 

  （１）山形市スポーツ少年団総合大会の開催 

①夏季大会 

・期 日：平成２０年８月２日（土）・３日（日） 

      ・場 所：山形市総合スポーツセンター他 

      ・種 目：サッカー・バレーボール・軟式野球・バスケットボール・剣道・柔道・空手道 合

計７種目 

      ・参加者：２，４００名 

    ②冬季大会 

・期 日：平成２１年２月１４日（土） 

      ・場 所：蔵王スキー場 

      ・種 目：スキー 

      ・参加者：６７名（７団） 

  （２）スポーツ少年団認定員講習会（兼財団法人日本体育協会公認スポーツリーダー養成講習

会） 

      ・期 日：平成２０年１１月２８日（土）・２９日（日） 

      ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

      ・対 象：２０歳以上のスポーツ指導者・スポーツ少年団指導者 

      ・講 師：大貫義人教授（山形大学地域教育文化学部 文化創造学科） 

他５名 

      ・参加者：６７名 

  （３）スポーツ少年団体力測定 

①第１回（春） 

・期 日：平成２０年５月１７日（土） 

      ・場 所：山形市江南体育館 

      ・参加者：５３名（５団） 
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②第２回（秋） 

・期 日：平成２０年１１月８日（日） 

      ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

      ・参加者：８５名（５団） 

（４）! 山形市スポーツ少年団奨励事業 

全国大会に出場する団体に対して激励金を交付した。 

       ＠２０，０００円×８団体＝１６０，０００円 

 

４．スポーツ医科学相談事業 

   健康づくり・体力づくりを推進するために，山形市総合スポーツセンターにおいて体力測定結

果に基づく医科学相談事業を実施した。 

   ○開催回数：１００回（毎週木・土曜日開催） 

   ○カウンセラー：医師・大学教授・理学療法士・作業療法士 

   ○相談者数：６５７名 

 

５．山形市・実行委員会等の実施する各種大会等への支援事業 

 （１）山形市民スポーツフェスタ 

   ○期 日：平成２０年１０月１８日（土） 

   ○場 所：山形市総合スポーツセンター 

    ○体育協会プログラム： 

    ①スポーツゲームズｉｎ山形 

    ・内 容：チャレンジラリー・親子コーディネーション・笑って健康セミナー 

    ・参加者：２７０名 

    ②アクアビクススクール 

・参加者： ４１名 

    ③ウォーキングスクール 

    ・参加者：  ２名 

    ④フラダンススクール 

    ・参加者： ３０名 

 （２）第 63 回国民体育大会・第８回全国障害者スポーツ大会壮行激励会 

・期 日：平成２０年９月１８日（木） 

    ・場 所：山形市スポーツ会館 

    ・参加者：６７名 

 （３）第 28 回師走ロードレース大会 

    ・期 日：平成２０年１２月７日（日） 

    ・場 所：山形市総合スポーツセンター 
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    ・参加者：３７６名 

 （４）平成２０年度山形市少年スキージャンプ教室への協力 

    ・期 日：平成２１年１月２３日～２月２１日 毎週土曜日 

    ・場 所：山形市少年自然の家 

    ・延べ参加者：８５名 

 （５）第 21 回国際蔵王ジャンプ大会 

    ・期 日：平成２１年３月３日（火）・４日（水） 

    ・場 所：山形市蔵王ジャンプ台 

 

６．指導者の育成と指導者バンクの活用事業 

   スポーツ指導者の育成を目的として，財団法人日本体育協会公認スポーツリーダー養成講

習会を開催（平成２０年１１月２８日（土）・２９日（日））するとともに，財団法人山形市体育協

会指導者バンクの充実と活用に努めた。 

   ○財団法人山形市体育協会指導者バンク登録者数 

      １２１名（平成２１年３月３１日現在） 

   ○指導者活用の推進方法 

    ・財団法人山形市体育協会ホームページにて紹介中 

     ホームページアドレス；http://www.yamagatasi-taikyou.jp/ 

 

７．自主事業 

 （１）スポーツ教室の開催 

   ①ゴルフスクール 

日     時 会  場 回数 対  象 延べ人数 

平成 20 年５月～７月 盃山ゴルフ １０ 小学校１年生以上 ２１８名

平成 20 年９月～11 月 盃山ゴルフ １０ 小学校１年生以上 ８５名

   ②ピラティススクール 

日     時 会  場 回数 対  象 延べ人数 

平成 20 年５月～10 月 市スポーツ会館 ２２ 一般女性 ９０５名

平成 20 年 10 月～ 

翌年３月 
市スポーツ会館 ２２ 一般女性 ８７３名

（２）氷上フェスティバルの開催 

    スケートの普及・振興を図るため，山形市総合スポーツセンタースケート場を会 

場に「氷上フェスティバル」を開催した。 

    ○開催日：平成 21 年２月 15 日（日） 

    ○参加者：366 名 
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○内 容：・100Ｍタイムトライアル（県スケート連盟認定） 

         ・カーリング体験コーナー 

         ・宝さがし 

         ・ボール運び競争 

         ・長靴ホッケー 

         ・氷上フットサル 

         ・氷上綱引き 

 

８．情報提供事業 

 （１）機関誌「躍動」の発行 

①発行月 ：７月・１２月 

②発行部数：３，０００部 

 （２）広報誌「エンジョイスポーツ」 

①月１回定期発行 

②発行部数：３，０００部 

 （３）ホームページの充実と活用 

     統合を契機として，ホームページのリニューアルをはかり，施設案内やスポーツ教室の参

加者募集，年間使用予定等についてホームページ上に掲載し，情報提供を行った。 

     また，スポーツ教室についてはホームページからの申込を可能とした。 

 （４）施設予約システムの活用 

「やまがたｅ申請」システムにより，山形市総合スポーツセンターの施設空満情報を公開

するとともに，施設の仮申込みが出来るようにした。 

 （５）「広報やまがた」の活用 

     スポーツ教室の参加者募集並びに施設の開場案内などを「広報やまがた」（毎月 15 日

号）に年 12 回掲載し，市民への情報提供を行った。 

 （６）その他 

スポーツに関する資料収集と提供，記念誌発刊のための資料収集を実施した。 

     ・山形市スポーツ年表の発刊 

 

９．スポーツ顕彰事業 

 （１）本会表彰規程に基づく顕彰 

   ①功労賞   ５名 

   ②敢闘賞 ４８９名（小学校３７８名・中学校８８名・高校９名・一般１４名） 

 

 

１０．スポーツ施設等の管理・運営に関する事業 
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 （１）以下の施設について管理運営を実施した。 

①山形市との契約に基づく施設 

名    称 位    置 施 設 概 要 

山形市スポーツ会館 山形市長苗代６１番地 
大会議室・会議室 

小会議室・洋会議室 

山形市立第一小学校屋内

プール 
山形市本町一丁目５番 24 号 ２５Ｍプール 

   

②指定管理者施設 

名    称 位    置 施 設 概 要 

山形市総合スポーツセンター 山形市落合町１番地 

第一体育館 

（フロア面積 2,200 ㎡） 

第二体育館 

（フロア面積 979 ㎡） 

武道場（柔道場・剣道場） 

弓道場 

合宿所（宿泊定員 120 名） 

体力測定室 

トレーニングルーム 

軽運動場 

会議室（６室） 

屋内プール（25Ｍプール） 

屋外プール 

（50Ｍプール・流水プール・

幼児プール） 

スケート場（１周 400Ｍ） 

テニスコート（16 面） 

多用途広場 

（面積 30,000 ㎡） 

南部体育館 山形市小荷駄町７番１１０号 フロア面積 949 ㎡ 

北市民プール 山形市桧町三丁目１０番１号 
25Ｍプール 

徒渉プール 

江南体育館 山形市江南一丁目１番２７号 フロア面積 980 ㎡ 

福祉体育館 山形市小白川町二丁目３番３３号 フロア面積 884 ㎡ 

みなみ市民プール 山形市南一番町８番５号 
50Ｍプール 

徒渉プール 
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③使用料徴収業務施設 

名    称 位    置 施 設 概 要 

沼の辺体育館 山形市沼の辺町４番３３号 フロア面積 1,572.51 ㎡ 

（２）管理運営等の実施状況 

①スポーツセンター等の設置理念である市民の健康増進，スポーツ及びレクリエーション

の推進を目指し， 

・利用者を中心としながら，公正・公平な施設開放と管理運営 

・経済性，効率性に立つ健全な施設管理 

を方針として，適切に管理運営を行った。 

②市民サービスの向上に向けた具体的な取り組みとして， 

・南部・江南・福祉の各体育館休場日については，これまでと同様日曜日はすべて開場

日に変更した。（これによる開場日の増加：10 日） 

    ・山形市総合スポーツセンター屋内プールの平日開場時間を午前 10 時 30 分からに変更し，

冬期間の休場期間を年末年始のみに短縮した。（平成 19 年から継続実施） 

 （３）施設利用の目標値と現況（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 ①山形市との契約に基づく施設 

ア．!山形市スポーツ会館 

 ○利用状況 

  ・小会議室    ７５３名（ ６７回） 

  ・会議室   １，６１７名（ ９０回）   

  ・大会議室  ４，００８名（ ６９回） 

   合  計  ６，３７８名（２２６回） 

イ．!山形市立第一小学校屋内プール 

 ○利用状況   ２１，６１２名 

 

②指定管理者施設 

     山形市より指定管理者として指定を受けた施設の利用状況は以下のとおり。 

施  設  名 
利用者数（人） 

使用料（円） 
目標値（人） 

総合スポーツセンター 
５１６，９６８

５９，２６４，７８０
５５０，０００

南部体育館 
３８，３６３

４，２６２，２２０
３７，０００

江南体育館 
２５，８７２

３，７９２，７１０
２７，０００

福祉体育館 １９，３７１ ２，４９６，０６０
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２５，０００

北市民プール 
６，４６１

８５１，５７０
７，０００

みなみ市民プール 
１２，００１

１，５３４，７９０
１０，０００

合     計 
６１９，０３６

７２，２０２，１３０
６５６，０００

達  成  率 ９４．３％  

   ③使用料徴収業務施設 

    山形市より使用料徴収業務を受けた沼の辺体育館の利用状況は以下のとおり。 

施  設  名 
 利用者数（人） 

使用料（円） 
目 標 値 

沼の辺体育館 
１２，２７３

２，０２０，６３０
１５，０００

達  成  率 ８１．８％  

利用者数の総目標値は 671,000 人であったが，利用者数は合計で 631,309 人とな 

り，達成率は 94.0％であった。 

資料４：平成 20 年度施設利用者数・使用料報告書（29 ページ） 

資料５：平成 20 年度月別施設利用者数（30～31 ページ） 

資料６：平成 20 年度月別施設使用料（32～33 ページ） 

資料７：山形市総合スポーツセンター・市民プール・体育館施設利用者数，施設 

使用料及び管理運営所要経費経年一覧（34～35 ページ） 

 （４）施設設備維持管理状況 

    施設設備の維持管理については，安全性，快適性及び清潔性を保持するとともに， 

省エネルギー等経費節減に努め，また必要な修繕等（延べ 204 件）を実施した。 

（修繕額が 50 万円以上のもの） 

   ①スポーツセンター 

    ・スケート場冷却塔設備修繕 

・スケート場冷凍機設備修繕 

・非常用蓄電池触媒栓交換 

・椅子（ロビー配置）生地張替 

・自動ドア（正面入口）センサー等改修 

・電気給湯器交換（３カ所） 

   ②南部体育館 

    ・防球ネット改修 

（５）主なイベント・各種大会の実施状況 
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    スポーツ大会としては「全国高等学校トランポリン競技選手権大会」，「第３５回 

東北総合体育大会（体操・弓道・ソフトテニス・水球）」，「ＷＪＢＬリーグ山形大会」 

「ＪＢＬリーグ山形大会」「第３３回日本ハンドボールリーグ山形大会」，「全国高等 

学校選抜卓球大会 東北予選会」をはじめとする各種大会等が開催されたほか，「ゆ 

ずコンサート」のイベントも実施した。 

資料８：平成２０年度山形市総合スポーツセンターイベント・スポーツ大会（東 

北大会以上）利用実績調べ（36 ページ） 

（６）利用者との協働によるサービス向上 

利用者の直接の声を伺い，サービスの向上を図った。 

   ①山形市総合スポーツセンター等運営ワークショップ（利用者協議会）の開催 

○開催日：平成 21 年３月 28 日（土） 

   ○新たな試みとして，事前に日時を告知し自由に参加できるような仕組みをとった。 

②利用者満足度調査の実施 

 抽選会時またフリーアンケートボックスで利用者の意見を定期的に伺った。 

③意見等を基にした改善点 

ア．施設設備について 

     器具設備の不具合や個数の不足等の意見については，現状を確認の上軽微な 

修繕や補充等で対応できるものについては改善を図った。 

   イ．抽選会や受付方法等について 

   抽選会に要する時間の短縮について検討を求められたことから，受付手順や 

抽選方式の見直しを行い，時間の短縮に努めた。 

 

１１．他団体・組織との連携と協力 

 （１）山形商工会議所との連携 

   ・平成 20 年 10 月 21 日（水） 山澤会頭に「スポーツ振興のための要望」を実施 

 （２）市議会スポーツ振興議員団との懇談 

   ・平成 20 年 12 月 12 日（金）に実施。 

 

１２．関係団体運営事業 

 （１）東南村山地区体育協会連絡協議会 

 （２）山形市スポーツ少年団 

 （３）山形市レクリエーション協会 

   ○第 37 回山形県レクリエーション大会兼第 27 回山形市レクリエーション大会 

   ・期 日：平成２０年５月３１日（土）・６月１日（日） 

    ・場 所：山形市総合スポーツセンター・南部体育館等 

    ・種 目：民踊・バウンドテニス等合計１５種目（グラウンドゴルフは雨天中止） 
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    ・参加者：１，３１４名 

 

１３．その他 

 （１）賛助会員制度の拡充 

   ①法人会員  ３２団体（前年度 ７団体増） 

   ②個人会員  １８人 （前年度 １名減） 

 （２）改革プランの推進 

    平成１９年３月に策定した「財団法人山形市体育協会改革プラン」の大きなポイントであっ

た財団法人山形市スポーツ振興事業団との統合について実現した。 

 （３）その他 

   ①北京オリンピック・北京パラリンピックに出場する山形市出身選手に対して激励金を交付し

た。 

     ＠５０，０００円×３名＝１５０，０００円 

   ②Ｊ１に昇格したモンテディオ山形に対して，山形市をはじめとする関係団体と 共に支援活

動を実施した。（平成２１年度も継続中） 

   ③ウェルサンピア（屋内スケート場）の存続について，山形県体育協会をはじめとする関係団

体と連携して取り組んだ。（平成２１年度も継続中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．法人に関すること 

 

１．財団法人山形市体育協会理事会・評議員会・専門委員会開催状況 

  (1)理事会 
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   第１回理事会  平成 20 年 5 月 23 日（金） 

    議第１号   平成 19 年度財団法人山形市体育協会事業報告について 

    議第２号   平成 19 年度財団法人山形市体育協会決算報告について 

    議第３号   財団法人山形市体育協会評議員の選出について  

    議第４号   財団法人山形市体育協会名誉会長，顧問および参与の推薦について 

   第 2 回理事会  平成 20 年７月 24 日（木） 

    議第５号   財団法人山形市体育協会新規加盟団体について 

    議第６号   財団法人山形市体育協会評議員の選出について 

議第７号   平成 20 年度財団法人山形市体育協会補正予算（案）について 

   第 3 回理事会  平成 21 年３月 27 日(金) 

    議第８号   平成 21 年度事業計画（案）について 

    議第９号   平成 21 年度予算（案）について 

    議第 10 号  財団法人山形市体育協会利用料金規程の制定について 

    議第 11 号  財団法人山形市体育協会処務規程の改正について 

    議第 12 号  平成 20 年度功労賞・敢闘賞・特別賞・感謝状受賞候補者について 

    議第 13 号  平成 21・22 年度役員改選について 

     

  (2)評議員会 

   第 1 回評議員会  平成 20 年 5 月 23 日（金） 

    議第 1 号   平成 19 年度財団法人山形市体育協会事業報告について 

    議第 2 号   平成 19 年度財団法人山形市体育協会決算報告について 

    議第 3 号   財団法人山形市体育協会理事・監事の選任について  

    議第 4 号   財団法人山形市体育協会名誉会長，顧問および参与の推薦について 

   第 2 回評議員会  平成 20 年７月 24 日（木） 

    議第 5 号   平成 20 年度財団法人山形市体育協会補正予算（案）について 

   第 3 回評議員会  平成 21 年３月 26 日（木） 

議第 6 号   平成 21 年度事業計画（案）について 

議第 7 号   平成 21 年度予算（案）について 

    議第 8 号   財団法人山形市体育協会利用料金規程の制定について 

    議第 9 号   財団法人山形市体育協会処務規程の改正について 

    議第 10 号  平成 21・22 年度役員改選について 

 

  (3)専門委員会の開催 

   総務委員会・・・・・・・・・・４回 

   広報委員会・・・・・・・・・・４回 

   生涯地域スポーツ委員会・・・・３回 
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   競技スポーツ委員会・・・・・・３回 

   施設管理委員会・・・・・・・・２回 

 

(4)その他 

平成 20 年度財団法人山形市体育協会合同専門委員会  平成 20 年 6 月 23 日(月) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


