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Ⅰ．平成２３年度 財団法人山形市体育協会事業報告書 

 

 平成２０年に策定した新体育協会が掲げる基本方針のもとで「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・山形県との委託契約に基づいて適切な執行に努

めるとともに，自立した体育協会として独自の事業運営ができるよう経営努力を重ねてい

る。 
 また，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に際して，山形市総合スポーツセ

ンター及び山形県体育館が避難所としての機能を果たすことになり，当協会もできる限り

の支援と協力をおこなったところである。 

１．組織体制 

  ・会 長  早 坂  孝 

    副会長 ２名・専務理事 １名（理事 ２０名） 

評議員 ５３名・監事 ２名 

  ・事務局 

    専務理事       長谷川 博 明 

    常務理事兼事務局長  １名 

    事務局職員      ３９名（プロパー職員１５名・嘱託職員２４名） 

※平成２４年３月末 
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指定管理業務 

  ・市立第一小学校屋内プール監視等業務 

  ・山形市総合スポーツセンター避難所における運営業務 

（平成24年7月1日まで） 

３．山形県との契約事項 

  ・山形県体育館及び山形県武道館の指定管理業務 

 

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・団体と連携強化を図りながら，

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を実施した。 

また，当協会が主体となった「総合型地域スポーツクラブ 山形市体育協会スポー

ツクラブ」を創設し，あわせて既存するクラブへの支援活動を行った。 

（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・資料提供等を行った。 
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② 当協会が主体となった「総合型地域スポーツクラブ 山形市体育協会スポー

ツクラブ」を，平成２３年８月２７日に設立し，活動を開始した。 

   ○会員数：３９５名（男子：１１３名・女子：２８２名） 

   ○達成率：８５．８％（会員目標：４６０名） 

  資料１：平成２３年度 山形市体育協会スポーツクラブ事業実施状況 
（１９ページ） 

③ スポーツを通じた地域活性化のため，共催事業として依頼のあった地区を対

象に講師を紹介するとともに支援した。 

  ○南沼原地区スポーツ講座 

   ・期 日：平成２３年１２月３日（土） 

   ・場 所：第十中学校体育館 

   ・講 師：栗原健太選手（広島カープ） 

   ・参加者：３００名 

④ 活動中の「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」に

対して支援を行った。 

      ○フラフィトネス教室への講師派遣 

   ・期 日：平成２４年１月１７日（火）～３月２７日（火） 計９回 

   ・場 所：金井公民館 

   ・参加者：延べ２２６名 

 

  （２）スポーツ教室の開催推進 

   ①地域スポーツ振興事業に関する各種スポーツ教室の実施 

  健康づくりや子どもの体力向上とスポーツの普及を目的とした１０種目 

１７教室を延べ１２０回開催し，７７５名の募集定員に対して，参加者 

６６１名（延べ参加者数：２，４７６名）を得て実施した。 

  資料２：平成２３年度スポーツ教室実施状況       （２０ページ） 

②指定管理施設を活用したスポーツ教室の実施 

総合型地域スポーツクラブの創設に向けたプログラムとして，７種目１１  

教室のスポーツ教室等を延べ９５回開催し，募集定員３００名に対して２１

５名（延べ参加者数：９２６名）の参加者をもって実施した。 

これらの事業を，９月から「山形市体育協会スポーツクラブ」に引継いだ

ところである。 

資料３：平成２３年度スポーツ教室実施状況（指定管理事業）（２１ページ） 
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（３）地域スポーツ・レクリエーション活動に対しての支援 

     地域や小学校放課後活動への指導者派遣について要請があった２２件につい 

て，職員を派遣した。平成２３年度は新たに，幼稚園からの依頼による基礎体 

力向上プログラムに取り組んだところである。 

あわせて，地域活動に対してスポーツ用具の貸出（９１件）を引き続き実施 

した。 

  資料４：平成２３年度地域スポーツ・レクリエーション活動支援状況 

（２２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，育成強化費の交付や指導力及び競技力向上のための研修

会等を開催するとともに，関係団体と連携した強化事業を実施した。 

  （１）育成強化費交付 

      ５０競技団体×＠２０，０００円＝１，０００，０００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 １，０１３，０００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２３年１１月２６日（土）～２７日（日） 

  ・場 所：山形市スポーツ会館，山形市江南体育館 

  ・講 師：鈴木漠氏（山形大学地域教育文化学部 地域教育学科） 

他７名 

  ・参加者：１０５名（うちスポーツ少年団認定員講習会参加者 ７１名） 

    ②キッズファーストチャレンジ（知的能力開発プログラムの講習） 

・期 日：平成２４年３月１１日（日） 

  ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

  ・講 師：勝田隆氏（筑波大学客員教授）他６名 

  ・参加者：１００名 

③スポーツ懇談会 

・期 日：平成２３年１０月１５日（土） 

  ・場 所：山形グランドホテル 

  ・講 師：弘山晴美（資生堂ランニングクラブ） 

  ・演 題：「私の陸上競技人生」 

  ・参加者：７０名 
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（３）関係団体と連携した強化事業 

    ①スポーツクリニック事業の開催 

ア．バスケットボール 

・期 日：平成２３年８月４日（日） 

  ・場 所：山形中央高校体育館 

  ・講 師：東海大学バスケットボール部監督・コーチ・選手 ９名 

  ・参加者：６０名 

イ．エアロビック 

・期 日：平成２３年１２月２８日（水） 

  ・場 所：山形県総合運動公園 

  ・講 師：小松喜久子氏（ＦＪＧ認定 国際審判員）他５名  

  ・参加者：３０名 

 ウ．水球 

・期 日：平成２３年６月３日～７月３日 計８回 

  ・場 所：山形工業高校共用プール 

  ・講 師：長沼敦（ナショナルチームメンバー） 

  ・参加者：２３名 

    ②マルチサポート事業 

山形市体育・スポーツ総合推進本部の事業に対し，連携しながら下記の団体

に対する強化プログラムを実施した。 

・山形市駅伝チーム，山形商業高校女子バスケットボール部，山形市水球チ

ーム 

  ・内 容：「障害指導」，「栄養指導」，「トレーニング指導」等 

   
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・普及，と指導者育成に関する事業を実施した。 

  （１）第２６回山形市スポーツ少年団総合大会の開催 

      霞城ライオンズクラブから表彰関係物品の支援を受ける。 

① 夏季大会 

・期 日：平成２３年８月６日（土）～７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：２，２０６名 
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② 冬季大会 

・期 日：平成２４年２月１８日（土） 

 ・場 所：山形市蔵王温泉スキー場 

 ・種 目：スキー 

・参加者：５７名 

（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２３年１１月２６日（土）～２７日（日） 

  ・場 所：山形市スポーツ会館，山形市江南体育館 

  ・講 師：鈴木漠氏（山形大学地域教育文化学部 地域教育学科） 

他７名 

  ・参加者：１０５名（うちスポーツ少年団認定員講習会参加者 ７１名） 

  （３）スポーツ少年団体力測定 

①第１回（春） 

・期 日：平成２３年５月１４日（土） 

 ・場 所：山形市江南体育館 

 ・参加者：２９名（４団） 

②第２回（秋） 

・期 日：平成２３年１１月１２日（土） 

 ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

 ・参加者：５０名（３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。 

４団体（柔道，ソフトテニス，剣道，水球）×＠２０，０００円 

＝８０，０００円 

（５）スポーツ少年団指導者連絡協議会 

①第１回 

・期 日：平成２３年７月９日（土） 

 ・場 所：山形市スポーツ会館 

 ・内 容：もしものための救急救命法 

 ・講 師：日本赤十字社山形県支部派遣講師 ３名 

 ・参加者：４２名 

②第２回 

・期 日：平成２４年２月２６日（土） 

 ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

 ・内 容：年齢・年代にあったトレーニング 
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 ・講 師：米沢女子短期大学 渡邉信晃氏 

 ・参加者：６２名 

 
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：２０回（第２，第４木曜日） 

     ・カウンセラー：理学療法士，作業療法士 

     ・相談者数：６６名 

    

５．各種大会等への支援事業 

   山形市や実行委員会等が実施する各種大会等に対して支援を行った。 

  （１）山形市民スポーツフェスタ 

○期 日：平成２３年１０月９日（日） 

○場 所：山形市総合スポーツセンター 

○参加者：４，７００名 

○体育協会プログラム 

     ①スポーツゲームズin山形チャレンジスポーツラリー 

      ・内 容：バスケットボール・バレーボール・ソフトテニス 

      ・参加者：１２５名 

     ②スポーツゲームズin ＭＩＰコーディー 

      ・参加者：１４０名 

     ③スポーツ体験 

      ・工藤公康氏のエンジョイキャッチボール（参加者：１４０名） 

      ・乗馬体験（参加者：２９５名）※山形市馬術連盟協力 

      ・ビームライフル射撃体験（参加者：４１０名）※山形市ライフル協会協力 

・山形五堰ウォーキング（参加者：２０名） 

④医科学相談・トレーニングルーム無料開放 

 ・参加者：４８名 

⑥プールで遊ぼう（プール無料開放） 

 ・参加者：１２５名 

  （２）山形市民リレーマラソン大会 

○期 日：平成２３年１０月１６日（日） 

○場 所：山形市 西公園 

○参加者：４０２名 

    ○ゲストランナー：弘山晴美氏（資生堂ランニングクラブ） 
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  （３）第６６回国民体育大会・第１１回全国障害者スポーツ大会壮行激励会 

    ・期 日：平成２３年９月１６日（金） 

・場 所：山形市スポーツ会館 

・参加者：７１名 

（４）第３１回師走ロードレース大会 

・期 日：平成２２年１２月３日（土） 

・場 所：山形市総合スポーツセンター 

・参加者：３２４名 

  （５）平成２３年度山形市少年スキージャンプ教室 

・期 日：平成２４年１月１８日～２月１８日 毎週土曜日 ４回 

・場 所：山形市少年自然の家 

・参加者：８１名 

  （６）ＦＩＳ女子ワールドカップスキー女子ジャンプ大会 

・期 日：平成２４年３月３日（土）～４日（日） 

・場 所：山形市蔵王ジャンプ台 

  （７）市民登山 

     ・期 日：平成２３年８月５日（金）～６日（土） 

     ・場 所：富士山 

     ・参加者：８７名 

 

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

養成講習会を開催するとともに，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  １７２名 

      ※平成２４年３月３１日現在 

    ○指導者活用の推進 

      財団法人山形市体育協会ホームページにて紹介 

       

７．自主事業 

   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。 

・期 日：平成２４年１月７日（土） 

・参加者：５２２名 

    ・内 容：100ｍトライアル・フィギュアスケート体験・スピードスケート体験 

         アイスホッケー体験・カーリング体験 
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８．情報提供事業 

 （１）機関誌「躍動」の発行 

    ・年１回発行 

・発行部数：３，０００部 

 （２）広報誌「エンジョイスポーツ」 

    ・月１回定期発行 

    ・発行部数：３，０００部 

 （３）ホームページの充実と活用 

     ホームページに，施設やスポーツ教室の募集案内，年間行事予定等を掲載する

とともに，「トッピックス」のコーナーを随時更新し，情報提供を行った。 

 （４）施設予約システムの活用 

     「やまがたｅ申請」システムを引き続き利用し，施設の空満情報等の提供を行

った。 

 （５）「広報やまがた」の活用 

     「広報やまがた」（毎月１５日号）を活用し，スポーツ教室の参加者募集並びに

施設利用に関する案内を行った。 

 （６）その他 

スポーツに関する資料収集と提供，１０周年記念誌発刊のための資料収集を実

施した。 

 

９．スポーツ顕彰事業 

 （１）当協会表彰規程に基づく顕彰 

○平成２２年度受賞者に対する表彰式 

・期 日：平成２２年５月２８日（土） 

・場 所：山形市スポーツ会館 

   ①功労賞   ２名 

   ②敢闘賞  個人４６４名 

（小学生２３６名，中学校１９７名，高校９名，一般２２名） 

 団体３９団体 

③特別賞   ４名 

     ④感謝状   １名 

 

１０．スポーツ施設等の管理・運営に関する事業 

（１）平成２３年３月１１日の東日本大震災の発生に伴い，山形市総合スポーツセンタ

ー，県体育館ともに避難施設として避難者の受入を行ってきた。そのため，避難所

指定が解除された後の点検修理等の期間もあり，各施設の開放再開が年度途中とな
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った。 

特殊な状況下ではあったが，指定管理施設である山形市スポーツ施設及び県体育

館・武道館の管理を適切に実施したところである。 

   

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㎡） 

山形市南部体育館 山形市小荷駄町７番１１０号 フロア面積 949㎡ 
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山形市江南体育館 山形市江南一丁目１番２７号 フロア面積 980㎡ 

山形市福祉体育館 
山形市小白川町二丁目３番３３

号 
フロア面積 884㎡ 

山形市みなみ市民プール 山形市南一番町８番５号 
50Ｍプール 

徒渉プール 

山形市北市民プール 山形市桧町三丁目１０番１号 
25Ｍプール 

徒渉プール 

山形市流通センター野球場 山形市流通センター二丁目１ 
敷地面積 11,209.71㎡ 

軟式野球１面 

山形市ソフトボール場 山形市霞城町（霞城公園内） 
敷地面積  8,214㎡ 

ソフトボール２面 

山形市西部運動広場 山形市大字沼木字新田９４８ 

敷地面積 13,772㎡ 

軟式野球１面又はソフトボ

ール２面 

山形市立谷川運動広場 山形市立谷川二丁目９５９ 
敷地面積 11,260㎡ 

軟式野球１面 

山形市鋳物町運動広場 山形市鋳物町２４ 
敷地面積 11,224.25㎡ 

軟式野球１面 

山形市陸上競技場 山形市薬師町二丁目２２－７２ 

敷地面積 24,845㎡ 

１周400M 6コース 

サッカー１面（芝生） 

山形市流通センター庭球場 山形市流通センター四丁目２ 
敷地面積 1,852.50㎡ 

クレーコート２面 

山形市西部庭球場 山形市大字沼木字新田９４８ 
敷地面積 1,500㎡ 

全天候２面 

山形市鋳物町庭球場 山形市鋳物町２４ 
敷地面積 1,520㎡ 

クレーコート２面 

山形市弓道場 山形市霞城町（霞城公園内） ６人～１０人立（２８Ｍ） 

山形県体育館・山形県武道館 山形市霞城町１－２ 

主競技場 

（フロア面積 1,890㎡） 

小競技場 

（フロア面積  864㎡） 

武道館（柔道場・剣道場） 

合宿所（宿泊定員 60名） 
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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㎡ 

山形市野球場 山形市霞城町（霞城公園内） 

敷地面積 20,000㎡ 

１面 

（センター122m，両翼99m） 

 
（２）管理運営等の実施状況 

   ① 山形市 

ア．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，適切な管理運営を行った。 

・ 利用者を中心とした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。（特に，省エネルギーに重点を置 

きながらの設備機器の更新を行った。） 

    イ．市民サービスの向上に向けた具体的な取組 

・ 南部，江南，福祉の各体育館の休場日については，これまでと同様日曜日 

 はすべて開場日に変更した。（これによる開館日の増加：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。 

・ トレーニングルームマシンの更新 

  ② 山形県 

ア．施設の設置理念である体育の振興を図り，県民の心身の健全な発達に寄与す

ることを目指して，適切な管理運営を行った。 

・ 利用者を中心とした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。 

    イ．サービスの向上に向けた具体的な取組として， 

・ 前年度と同様，日曜日の夜間開放及び窓口での現金収受。 

・ 外壁等危険個所の自主改善 

      ・ 利用者からの要望の多かった用具等の補充 

 

（３）施設利用の目標値と現況（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日） 

※ただし，震災により施設ごとの開放期間に違いがある。 

① 山形市との契約に基づく施設 

    ア．山形市スポーツ会館 
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・大会議室 ５，４９７名（ ８８回） 

     ・会議室  １，９０８名（ ９４回） 

     ・小会議室 １，１００名（ ９７回） 

      合  計 ８，５０５名（２７９回） 

    イ．山形市立第一小学校屋内プール 

     ・利用者数  １９，５３０名（前年度比 １，１２７名増） 

    

②指定管理者施設 

    ア．山形市指定管理施設の利用状況 

施  設  名 
利用者数（人） 

利用料金（円） 
目標値（人） 

総合スポーツセンター 
３９９，９２３ 

４９，３６０，３００ 
５０４，０９０ 

南部体育館 
３８，５２７ 

４，３７４，８３０ 
２８，８００ 

江南体育館 
２３，９０８ 

３，８７０，４００ 
２３，４００ 

福祉体育館 
２１，６７９ 

２，８５８，６００ 
２２，４００ 

北市民プール 
６，２０８ 

８５２，７５０ 
６，０００ 

みなみ市民プール 
１３，９７６ 

１，８７３，８００ 
１２，０００ 

山形市流通センター 

野球場 

１３，５７５ 
１，０６９，８００ 

８，５５０ 

山形市ソフトボール場 
１３，００８ 

３５２，０００ 
１１，２６０ 

山形市西部運動広場 
７，０２３ 

１２８，８００ 
６，０９０ 

山形市鋳物町運動広場 
５，１５７ 

１８３，８００ 
５，７５０ 

山形市立谷川運動広場 
３，５２８ 

１２５，０００ 
４，３５０ 

山形市陸上競技場 
１３，６８３ 

１，０１５，２２０ 
２０，１００ 
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山形市流通センター 

庭球場 

３，８３６ 
２７２，２００ 

１，４３０ 

山形市西部庭球場 
３，１２７ 

１６０，５００ 
２，７００ 

山形市鋳物町庭球場 
１，７９２ 

８７，９００ 
２，７００ 

山形市弓道場 
６，９９３ 

１，４８３，２００ 
８，２００ 

合     計 
５７５，９４３ 

６８，０６９，１００ 
６６７，８２０ 

達  成  率 ８６．２％  

    

イ．山形県指定管理施設の利用状況 

施  設  名 
利用者数（人） 

利用料金（円） 
前年度利用者数（人） 

体育館（会議室含む。） 
８９，２４２ 

１０，２２１，０００ 
９９，１５０ 

武道館 
１３，３７３ 

１，１３２，１５０ 
１７，３２９ 

合宿所 
６２９ 

４０１，４７０ 
７９９ 

合     計 
１０３，２４４ 

１１，７５４，６２０ 
１１７，２７８ 

前年度比 ８８．０％  

 

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施設の利用状況。 

施  設  名 
 利用者数（人） 

使用料（円） 
目 標 値 

沼の辺体育館 
１５，２００ 

２，２７０，４７０ 
１４，８００ 

山形市野球場 
１６，６６２ 

１，８０９，７５０ 
１４，０５０ 

達  成  率 １１０．４％  
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資料５：平成２３年度山形市体育協会指定管理施設及び受託施設 施設利用者

数・使用料比較表（山形市施設）           （２３ページ） 

     資料６：平成２３年度山形県体育館施設利用者数比較表    （２４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，また必要な以下の修繕を実施した。 

     ①修繕額が５０万円以上のもの 

      ア．スポーツセンター 

        ・第一体育館床補修(1,299,900) 

        ・テニスコート省エネ照明交換(1,235,850) 

        ・第二体育館移動式バスケット台修繕(927,465) 

        ・第二体育館床修繕，バスケット等ライン引き修繕(1,299,900) 

              ・非常放送設備修繕(509,250) 

        ・武道場床修繕(1,299,900) 

        ・ボイラー樹脂交換（661,500） 

        ・屋内プール送風機修繕（866,250） 

      イ．山形市体育施設 

        ・福祉体育館床修繕，バスケットライン引き修繕(1,299,900) 

        ・鋳物町運動広場樹木剪定(678,300) 

        ・北プール駐車場車止め設置(1,167,600) 

        ・流通センター野球場照明器安定器交換（1,050,000） 

        ②省エネルギー関係対策 

      スポーツセンターテニスコートの一部照明を省エネルギータイプの照明灯に

変更するとともに，施設照明の一部をＬＥＤへ交換するなど，消費電力の削減

に向けた取組を行った。 

   

（５）主なイベント，各種大会の実施状況 

    ① 山形市総合スポーツセンター等 

ア．全国大会・国際試合等 

「東日本学生ソフトテニス選手権大会」 

イ．東北大会等 

「第２６回東北小学生バレーボール大会」，「東北高校新人バスケットボー

ル選手権大会」，「東北小学生スケート大会」 

ウ．イベント 

「ディズニーライブ山形公演」 
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    ② 山形県体育館・武道館 

スポーツ大会としては，「全日本Ｊｒ体重別柔道選手権大会東北予選会」，「全

日本小学生バドミントン大会東北予選会」，「全日本学生バドミントン大会東北予

選会」などの東北大会が開催され，また，「第６３回全国連合小学校校長会研究

協議会山形大会」，「山形大学卒業式」の式典に対しても施設の貸出を行った。 

  （６）利用者との協働によるサービス向上 

    ①運営ワークショップ（利用者協議会）の開催 

 利用者との協働によるサービス向上を目指して，利用者の直接の声を伺うた

め，山形市指定管理施設と県体育館等の両施設の利用者からなる運営ワークシ

ョップ（利用者協議会）を開催した。 

第１回：平成２３年１１月２９日（火）（会場：山形市総合スポーツセンター） 

第２回：平成２４年 ３月１４日（水）（会場：山形市総合スポーツセンター） 

②利用者満足度調査の実施 

  抽選会時に満足度調査を実施するとともに，フリーアンケートボックスを設

置し，利用者の意見を定期的に伺った。 

    ③意見等を参考とした改善点 

     ア．施設設備について 

        器具設備の不具合や個数の不足等に関する意見に対しては，現状を把握

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した。 

     イ．物品販売 

        スポーツ用品を販売品目として，スポーツセンター事務室内で試験的に

実施しているが，軽食等の販売などの要望も多く，食堂運営業者等との連携

が必要である。 

  ④体育協会サポーターの活動 

    施設利用者の中から，施設や事業の運営に協力していただける方（６名）に

よる「体育協会サポーター」を発足させ，利用者の視点にたった運営や施設の

改善を行った。 

 

（７）安全管理への取り組み 

    ①救命救急セミナーの開催 

 職員及び関係者を対象とした「救急救命セミナー」を，平成２４年３月１７

日（土）に開催し，日本赤十字救急法指導員の資格を２７名が取得した。 

    ②総合防災訓練の開催 

 職員及び関係者を対象とした総合防災訓練を，山形市総合スポーツセンター，

山形県体育館，山形市福祉体育館でそれぞれ開催し，山形市消防本部職員から

の指導を受けながら，施設の安全管理に取り組んだ。 
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１１．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 

     霞城ライオンズクラブと協働し，スポーツ少年団のボランティア活動として，

平成２３年９月１０日（土）に，馬見ヶ崎川河川敷の清掃活動を３５１名の参加

者を得て実施した。 

 （３）山形市レクリエーション協会 

     当初予定されていた「第３０回山形市レクリエーション大会」は，会場予定の

山形市総合スポーツセンターが避難所として使用されていたことなど，東日本大

震災のため中止となった。 
 （４）山形県体育施設協会 

 （５）山形県立武道館協議会 

    財団法人日本武道館との共催で，中央講師を迎えて下記の錬成大会を開催した。 

○山形県（山形市）地方青少年柔道錬成大会の開催 

①なぎなた 
・期 日：平成２３年７月１６日（土）～１７日（日）  
・場 所：山形県体育館 
・指導者：高田まり子教士・北野典子教士 

・参加者：１４１名 
②柔道 
・期 日：平成２３年８月６日（土）～７日（日）  
・場 所：山形県体育館 
・指導者：吉鷹幸春六段，高橋宏明五段，筒井宏樹四段 

・参加者：９９名 
 

１２．その他 

 （１）賛助会員制度 

   ①法人会員 ２５団体（前年度から１団体減） 

   ②個人会員 １４名 （前年度から２名増） 

 （２）公益法人制度改革に対応するため，「公益財団」への移行申請手続きの事務作業を

進めた。 

 （３）その他 

    モンテディオ山形に対する支援活動を山形市ともに実施した。 
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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・専門委員会の開催状況 

  (1)理事会 

   第１回理事会  平成２３年５月２８日（土） 

    議第1号   平成２３年度財団法人山形市体育協会補正予算（案）について 

議第2号   平成２２年度財団法人山形市体育協会事業報告について 

    議第3号   平成２２年度財団法人山形市体育協会決算認定について 

    議第4号   財団法人山形市体育協会評議員の選出について 

 

   第2回理事会  平成２３年６月１日（水）付け書面表決 

    議第5号   財団法人山形市体育協会会長，副会長，専務理事，常務理事の互選

について 

 

第3回理事会  平成２３年８月２４日（水）付け書面表決 

    議第6号   山形市体育協会スポーツ振興基金の処分について 

 

第4回理事会  平成２３年１２月２６日（月） 

    協議事項   公益財団法人化に向けた組織の整備について 

 

   第5回理事会  平成２４年３月２９日(木) 

    議第7号   平成２３年度財団法人山形市体育協会補正予算（案）について 

議第8号   平成２４年度財団法人山形市体育協会事業計画（案）について 

議第9号   平成２４年度財団法人山形市体育協会予算（案）について 

    議第10号   平成２３年度財団法人山形市体育協会表彰者の決定について 

    

(2)評議員会 

   第1回評議員会  平成２３年５月２８日（土） 

    議第1号   平成２３年度財団法人山形市体育協会補正予算（案）について 

議第2号   平成２２年度財団法人山形市体育協会事業報告について 

    議第3号   平成２２年度財団法人山形市体育協会決算認定について 

    議第4号   財団法人山形市体育協会理事・監事の選任について 

        

第2回評議員会  平成２３年１２月２６日（月） 

    協議事項   公益財団法人化に向けた組織の整備について 
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   第3回評議員会  平成２４年３月２９日(木) 

    議第5号   平成２３年度財団法人山形市体育協会補正予算（案）について 

議第6号   平成２４年度財団法人山形市体育協会事業計画（案）について 

議第7号   平成２４年度財団法人山形市体育協会予算（案）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・・・・・・・・・・・・3回 

   生涯地域スポーツ委員会・・・・・・1回 

   競技スポーツ委員会・・・・・・・・2回 

   施設管理委員会・・・・・・・・・・0回 

 


