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Ⅰ．平成２７年度 公益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。 
 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く適切な執行に努めると

ともに、公益法人としての責務に留意しながら行った。 
 特に２７年度は、「山形県体育館・山形県武道館」、「山形県あかねヶ丘陸上競技場」の指

定管理者の選考の年であり、スポーツの普及振興活動等を確実に実施できる団体として、

中長期的な視点のうえにたち、事業全体の改善活動に取り組んだ。また、新たに山形市球

技場の管理運営を山形市からの委託契約に基づき適正に行った。 

 

１．組織体制 

  ・会 長  早 坂  孝 

    副会長 ２名（理事合計 １２名） 

評議員 １１名・監事 ２名 

  ・事務局 

    専務理事       長谷川 博 明 

    常務理事       髙 橋 貞 男 

    事務局長       工 藤 正 広 

    事務局職員      ５７名（プロパー職員１５名・嘱託職員４２名） 

    その他臨時職員（プール監視等業務雇用）、時間給採用職員等 

※平成２８年３月末時点 
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 

  ・山形市野球場等使用料徴収事務委託 

  ・山形市グラウンド・ゴルフ場運営管理業務委託 

  ・山形市球技場運営管理業務委託 

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 

  ・山形県あかねヶ丘陸上競技場の指定管理業務 

 

１．生涯・地域スポーツの振興 

   地域におけるスポーツ振興と地域の活性化を目的に、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

ョン活動の支援を実施した。 
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（１） 健康づくりの推進 

①  健康づくり推進事業の開催 

  市民の健康づくりを目的としたスポーツ教室や、高齢者を対象としたスポ

ーツ教室９種目１０教室延べ６４回開催し、５３５名の募集定員に対して、

参加者３４１名（延べ参加者数：１，０２２名）を得て実施した。また、山

形市球技場におけるスポーツ教室は５種目６教室延べ２５回開催し、２６０

名の募集定員に対して、参加者１８０名（延べ参加者数：５２６名）を得て

実施した。 

資料１：平成２７年度スポーツ教室実施報告（生涯・地域スポーツ振興事

業関係・山形市球技場事業関係）        （２７ページ） 

 
    （障がい者支援事業カローリング教室の様子）   （親子サッカー教室の様子）  

 

② スポーツイベント等への支援 

  市民一人ひとりが「する・見る・支える」スポーツに携わることを目的に、

山形市や実行委員会等が実施する各種大会等に対する支援等を行った。 

 ○第８回山形市民スポーツフェスタ（主催事業） 

・期 日：平成２７年１０月１１日（日） 

・場 所：山形市総合スポーツセンター 

・参加者：５，２８０名（前年度比 ２２７名減） 

【体育協会プログラム】 

        ア．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：バドミントン・トランポリン・陸上 

          参加者：８３名 

        イ．スポーツゲームズ in ＭＩＰコーディ 

          参加者：９４名 

        ウ．スポーツ体験 

          ・フラガールのフラダンス教室（参加者：４３名） 

          ・乗馬体験（参加者：１７３名） 

※山形市馬術連盟協力 
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          ・ビームライフル射撃体験（参加者：３３０名） 

※山形市ライフル射撃協会協力 

・モンテディオ山形サッカー教室（参加者：８２名） 

・ライフセービング体験（参加者：２９名） 

エ．トレーニングルーム・体力測定・医科学相談無料開放 

（参加者：６８名） 

オ．プールで遊ぼう（プール無料開放）（参加者：２１５名） 

カ．ワンポイントレッスン（逆上がり・跳び箱）（参加者：８８名） 

※山形市体操協会協力 

 

 

 

 

 

 

      （ワンポイントレッスンの様子）     （乗馬体験の様子） 

 

○第３回山形まるごとマラソン大会（主催事業） 

・期 日：平成２７年１０月４日（日） 

・場 所：山形市総合スポーツセンタースタート・ゴール 

・参加者：ハーフマラソン ４，７９１名 

     ５ｋｍ       ６０７名 

     ３ｋｍ       ３０３名 

       ・ゲストランナー：谷川 真理 氏・増田 明美 氏 

 

 

         

      

 

  

   

          （第２回山形まるごとマラソン大会スタート時の様子） 

○平成２７年度山形市少年スキージャンプ教室・大会 

・期 日：平成２８年１月７日～平成２８年２月２７日 ８回 

・場 所：山形市少年自然の家・山形市蔵王ジャンプ台 

・参加者：２４名（延べ１９２名） 
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○ＦＩＳスキージャンプワールドカップ蔵王大会 

・期 日：平成２８年１月２２日（土）～２３日（日） 

・場 所：山形市蔵王ジャンプ台 

○山形市民登山 

       ・期 日：平成２７年７月２６日（日） 

       ・場 所：月山 

       ・参加者：５２名 

 

（２）学校公民館等のスポーツ活動支援 

    小学校放課後活動や地域行事などに対する指導者派遣について、要請があっ

た３０件に職員や競技団体からの人材を派遣した。特に、幼稚園・保育園、小

学校からの依頼による事業については、ｔｏｔｏバスを活用した。 

あわせて、地域活動に対するスポーツ用具の貸出（７９件）を引き続き実施 

した。 

 資料２：平成２７年度 学校公民館等スポーツ活動支援状況（２８ページ） 

 

 

 

 

 

 

        

（学校体育等支援事業の様子）         （toto バス使用の様子） 

 

（３）レクリエーション活動の普及 

レクリエーション活動の普及と活性化を目的に一般市民も参加できる「第３３

回山形市レクリエーション大会」を山形市・山形市レクリエーション協会等の関

係機関とともに開催した。 

・期 日：平成２７年５月３０日（土）～平成２７年５月３１日（日） 

 ・場 所：山形市総合スポーツセンター他 

・種 目：ウォークラリー・民踊・社交ダンス等 合計１３種目 

・参加者：９６９名 

   

（４）スポーツ少年団事業の実施 

     子どもの健全育成を目的に、地域におけるスポーツ少年団の主旨と意義を尊重

しながら、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。 
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①  第３０回山形市スポーツ少年団総合大会の開催 

      山形霞城ライオンズクラブから表彰関係物品の支援を受けた。なお、スキー

競技は、雪不足のため平成２７年度の大会は中止となった。 

○主会期 

・期 日：平成２７年８月１日（土）～２日（日） 

 ・場 所：山形市総合スポーツセンター他 

・種 目：サッカー、軟式野球、ミニバスケットボール、バレーボール、剣道、 

柔道、空手道  合計７種目 

・参加者：延べ２，０００名 

 

    ② 山形市スポーツ少年団体力測定 

○第１回山形市スポーツ少年団体力測定 

・期 日：平成２７年５月１６日（土） 

 ・場 所：山形市江南体育館 

 ・参加者：６０名（４団体） 

○第２回山形市スポーツ少年団体力測定 

・期 日：平成２７年１２月５日（土） 

 ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

   ・参加者：１５０名（１４団体） 

                          （第２回体力測定の様子） 

 

③ 山形市スポーツ少年団指導者連絡協議会 

○第１回山形市スポーツ少年団指導者 

協議会研修会 

・期 日：平成２７年７月１８日（土） 

 ・場 所：山形市スポーツ会館大会議室 

 ・内 容：赤十字救急法講習会 

 ・講 師：日本赤十字救急法指導員 

 ・参加者：３０名 

○第２回山形市スポーツ少年団指導者 

協議会研修会 

・期 日：平成２８年２月１３日（土）   （第２回指導者協議会研修会の様子） 

 ・場 所：山形市スポーツ会館大会議室 

 ・内 容：上手なカラダの使い方 

 ・講 師：日本体育協会公認アスレチックトレーナー原田扇人氏 

 ・参加者：４６名 
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④ その他の事業 

ａ．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。 

８種目（ソフトボール、レスリング、バドミントン、柔道、バレーボール、

ソフトテニス、水球、スポーツチャンバラ） 

×＠３０，０００円＝２４０，０００円 

 

   ｂ．山形市スポーツ少年団統一ボランティア活動 

  山形霞城ライオンズクラブと協働し、山形市スポーツ少年団のボランティ

ア活動として、平成２７年９月２３日（水）に、山形市スポーツ少年団総合

大会の主会場である山形市総合スポーツセンター敷地内の外周等ゴミ拾いを

６７０名（４４団体）の参加者を得て実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

             （山形市スポーツ少年団ボランティア活動様子） 

 

（５）スポーツ指導者バンク制度の推進 

     公益財団法人日本体育協会公認スポーツリーダーの資格取得者の登録を促しな

がら、制度の充実と活用に努めた。 

    ○公益財団法人山形市体育協会指導者バンク登録者数  ２１１名 

      ※平成２８年３月３１日現在 

    ○指導者活用の推進 

      公益財団法人山形市体育協会ホームページにて紹介 

 

  （６）スポーツ医科学相談の実施 

     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：２４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：１１２名 
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２．山形市体育協会スポーツクラブの運営 

当協会が運営主体となっている「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」の活動を、内容の充実を図りながら推進した。 

○会員数：７８８名（男子：２２７名・女子：５６１名）※前年度比３７名増 

資料３：平成２７年度 山形市体育協会スポーツクラブ事業実施状況（２９ページ） 

 

 

 

 

 

       

（柳川式わんぱく体操の様子）           （そば打ち体験の様子） 

 

３．競技力向上事業 

   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、育成普及事業等を関係団体と連携して実施した。 

 （１）スポーツクリニックの開催 

ア．山形ボクシング協会 

・期 日：平成２７年１１月１４日（土）～１１月１５日（日） 計２日 

  ・場 所：日本大学山形高等学校ボクシング場 

  ・対 象：高校生の選手、指導者及び審判 

  ・講 師：山形県ボクシング連盟 赤塚吉男氏 他２名 

  ・参加者：４０名 

イ．山形市弓道連盟 

・期 日：平成２７年９月２７日（日） 

  ・場 所：山形市総合スポーツセンター弓道場 

  ・対 象：市内高校弓道部員及び市内在住弓道愛好家 

  ・講 師：山形市弓道連盟 遠藤正雄氏 他２名 

  ・参加者：５８名 

 ウ．山形市ラグビーフットボール協会 

・期 日：平成２７年７月２６日（日） 

  ・場 所：山形市球技場 

  ・対 象：市内３高校、３高校 OB選手と一般参加者及び山形大学ラグビー部 

  ・講 師：山形県ラグビーフットボール協会 鎌田 仁 氏 

  ・参加者：１１０名 
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 エ．山形市ミニテニス協会 

・期 日：平成２７年１２月６日（日）  

  ・場 所：山形市江南体育館 

  ・対 象：市内ミニテニス愛好者及び中学生以上の男女 

  ・講 師：日本ミニテニス協会 天野孝一氏 他２名 

  ・参加者：１２名 

 オ．山形市なぎなた連盟 

  ・期 日：平成２７年１１月２８日（土）～２９日（日） 計２日 

  ・場 所：山形市総合スポーツセンター武道場 

  ・対 象：市内なぎなた指導者及び成年選手 

  ・講 師：全日本なぎなた連盟 木村恭子氏 他１名 

  ・参加者：１２名 

 カ．山形市バスケットボール協会 

  ・期 日：平成２７年５月３１日（日） 

  ・場 所：山形市立西小学校体育館 

  ・対 象：市内ミニバスケスポ少団員各チーム 

  ・講 師：バスケットボール家庭教師 豊後裕隆 氏 

  ・参加者：５３名 

 

（２）情報・医・科学マルチサポートへの支援 

山形市体育・スポーツ総合推進本部の事業と連携しながら、市内の中学２年

生を対象とした「情報・医・科学マルチサポート事業中学生スポーツリーダー

セミナー」の実施を支援した。 

・事業名：情報・医・科学マルチサポート事業中学生スポーツリーダー 

・期 日：平成２８年３月２２日（火）～２４日（木） ２泊３日 

・参加者：市内の中学校２年生の男子又は女子で、運動部の部長、キャプテ

ンや副キャプテン等 ２７名 

  ・講 師：仙台大学教授 粟木一博 氏 他８名 

 

（３）スポーツ指導者の資質向上 

    ① 公益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２７年１１月２８日（土）～２９日（日） 

  ・場 所：山形市総合スポーツセンター武道場等 

  ・講 師：高砂 晃氏（スポーツ少年団認定育成員）他７名 

  ・参加者：１１９名（うちスポーツ少年団認定員講習会参加者１０７名） 
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  ② スポーツ懇談会 

・期 日：平成２８年２月６日（土） 

  ・場 所：山形国際ホテル 

  ・講 師：東洋大学陸上部コーチ 佐藤 尚 氏 

  ・演 題：感謝の襷を繋ぐ 

  ・参加者：７５名 

 

 

 

 

 

 

             （スポーツ懇談会の様子） 

③ 救命救急セミナーの開催 

 ・期 日：平成２７年１０月２５日（日） 

 ・場 所：山形市総合スポーツセンター軽運動場 

 ・対 象：当協会の加盟団体、山形市レクリエーション協会の加盟団体、指

導者、施設管理従事者等 

 ・講 師：日本赤十字社山形県支部 庄司秀己 氏 

 ・参加者：１６名 

（４）ジュニアスポーツ普及事業の開催 

  ① チャレンジ!!!キッズスポーツスクール（保護者プログラム含む） 

    チャレンジ!!!ジュニアスポーツスクール（保護者プログラム含む） 

競技の底辺拡大を目的に、年中から小学生６年生を対象としたスポーツ教室を、 

     ２コース４６教室 延べ１８４回開催し、２，３００名の募集定員に対して、参

加者２，２７４名（延べ参加者数：８，１３０名）を得て実施した。 

 また、保護者に対して、専門家による普段の生活からのサポートの重要性等に

関する講習を行った。（延べ４６回開催、延べ参加者：５６４名） 

 

 

 

 

 

 

 

（チャレンジ!!!キッズスポーツスクールの様子）       （チャレンジ!!!ジュニアスポーツスクールの様子） 
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② チャレンジ!!!キッズ＆ジュニアスポーツフェスティバル２０１５（ジュニア

スポーツ指導者プログラム含む） 

 日本オリンピック委員会等から講師を招聘し、情報提供を行うと共に、ジュニ

アスポーツ指導者講習会を開催した。 

 

 ○キッズスポーツフェスティバル 

 ・期 日：平成２７年１２月１３日（日） 

 ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

 ・内 容：運動プログラム、親子プログラム等 

 ・対 象：年中～年長の親子 

 ・参加者：５０組（１００名） 

                       （キッズスポーツフェスティバルの様子） 

 

 

○ジュニアスポーツフェスティバル 

 ・期 日：平成２７年１２月１３日（日） 

 ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

 ・内 容：運動プログラム、スポーツ教育プ 

ログラム等 

 ・対 象：小学１年生～６年生の親子 

 ・参加者：５３組（１０６名） 

                       （ジュニアスポーツフェスティバルの様子） 

 

○ジュニアスポーツ指導者プログラム 

 ・期 日：平成２７年１２月１２日（土） 

 ・場 所：山形市総合スポーツセンター 

大会議室 

     ・内 容：「コーチングマインドを育てる」 

～能力を引き出すコーチング～ 

 ・対 象：スポーツ少年団指導者及び加盟団体 

関係者等            （ジュニアスポーツ指導者プログラムの様子） 

     ・講 師：粟木 一博 氏 

 ・参加者：３８名 

 

資料４：ジュニアスポーツ普及活動実施状況     （３０～３１ページ） 
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（６）第７０回国民体育大会・第１４回全国障害者スポーツ大会壮行激励会 

    ・期 日：平成２７年９月１５日（火） 

・場 所：山形市保健センター大会議室 

・参加者：５２名 

 

  （７）スポーツ顕彰事業 

     当協会表彰規程に基づき、顕彰を行った。 

○平成２７年度受賞者に対する表彰式 

・期 日：平成２８年６月９日（木）（予定） 

・場 所：山形グランドホテル 

   ①功労賞   ４名 

   ②敢闘賞  個人４２４名 

（小学生３１８名、中学生７７名、一般２９名） 

 団体４５団体 

③特別賞   ８名 

 

（８）山形県（山形市）地方青少年錬成大会の開催 

    公益財団法人日本武道館との共催で、中央講師を迎えた下記の錬成大会を開催

した。 

    ①山形県（山形市）地方青少年なぎなた錬成大会 

・期 日：平成２７年７月１９日（土）～２０日（月）  
・場 所：山形県体育館 
・指導者：角 薫 範士（公益財団法人全日本なぎなた連盟） 

     佐藤靜子教士（公益財団法人全日本なぎなた連盟） 

ほか地元講師２名 

・参加者：９７名（小・中・高校生） 
 

 

 

 

 

                     

 

（なぎなた錬成大会の様子） 
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②山形県（山形市）地方青少年剣道錬成大会 

・期 日：平成２７年８月１４日（金）～１６日（日）  
・場 所：山形県体育館 
・指導者：遠藤勝雄範士八段（一般財団法人全日本剣道連盟） 

     水田重則教士八段（一般財団法人全日本剣道連盟） 

ほか地元講師３名 

・参加者：１３８名（小・中学生） 
 
 
 
 
               
                  （剣道錬成大会の様子） 

 

（９）その他 

  要請のあった各種事業、大会等に職員を派遣した。 

① 山形県縦断駅伝山形チーム激励会 

  ・期 日：平成２７年４月２４日（金） 

  ・場 所：山形市スポーツ会館 

② 山形市中学校スポーツ教室（水泳） 

  ○第１回 

  ・期 日：平成２７年５月１６日（土） 

  ・場 所：山形市総合スポーツセンター屋内プール 

  ○第２回 

   ・期 日：平成２７年９月１２日（土） 

   ・場 所：山形市総合スポーツセンター屋内プール 

  ○第３回 

   ・期 日：平成２８年１月１６日（土） 

   ・場 所：山形市総合スポーツセンター屋内プール 

③ 第１ブロックさわやか軽スポーツ及び体力テスト 

   ・期 日：平成２７年６月２８日（日） 

   ・場 所：山形市立第三小学校体育館 

④ 学童保育東こどもクラブスポーツ教室 

  ・期 日：平成２７年７月１３日（月） 

  ・場 所：山形市立東小学校体育館 
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⑤ 夏休み寺子屋「スポーツレクリエーション」 

  ・期 日：平成２７年８月４日（火） 

  ・場 所：山形市立東沢小学校体育館 

⑥ わくわくワークショップ～わくわく軽スポーツ教室～ 

  ・期 日：平成２７年８月５日（水） 

  ・場 所：山寺コミュニティセンター 

⑦ スポーツ交流研修会 

  ・期 日：平成２７年８月２９日（土） 

  ・場 所：山形市総合福祉センター体育ホール 

  ・内 容：ミニテニス 

⑧ 山形県女子駅伝競走大会山形市チーム競技大会 

  ・期 日：平成２７年１１月２２日（日） 

 

４．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」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。 
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５．スポーツ施設等の管理・運営に関する事業 

（１）指定管理者として、山形市スポーツ施設、山形県体育館・山形県武道館並びに山

形県あかねヶ丘陸上競技場の管理運営を適正に実施した。また、今年度より新たに

山形市球技場の管理運営を受託し、山形市と調整を図りながら適正に実施した。 

その他、山形市スポーツ会館の管理運営、使用料徴収業務施設についても山形市

との契約に基づき同様に実施した。 

 

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 

山形市球技場 
山形市薬師町二丁目２２番７２

号 

整備面積：29,840 ㎡ 

人工芝面積：14,760 ㎡ 

（その他のアップスペース

部分含む） 

観客席：約 1,600 席 

用途：サッカー、ラグビー、

その他のニュースポーツ 

設備施設：管理棟、クラブ

ハウス、本部席、メインス

タンド、バックスタンド、

照明設備、放送設備、屋外

トイレ３棟  

 
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 
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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 ㎡ 

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 
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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） 

山形県あかねヶ丘陸上競技場 山形市あかねヶ丘二丁目 4-1 

第３種公認競技場 

トラック 400M×8 コース 

フィールド 走幅跳及び三

段跳４か所ほか風除室 

80M×６コース仮設事務所 

バックスタンド(20,000 名

収容) 

 

 

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） 

山形市グラウンド・ゴルフ場 山形市南石関地内 
天然芝張（70Ｍ×70Ｍ） 

8 ホール×2コース 

 

（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、設備機器の更新、光熱水費

の縮減に向けた取り組みを行った。 
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    イ．市民サービスの向上に向けた具体的な取組 

・ 山形市南部体育館、山形市江南体育館、山形市福祉体育館の休場日につい 

ては、これまでと同様に日曜日及び祝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） 

さらに、山形市福祉体育館の休場日については、月曜日以外の休場日を

なくした。（これによる開館日の増加：７日） 

・ 山形市総合スポーツセンターの休場日については、祝日を除く月曜日とし 

た。（これによる開館日の増加：７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とした。 

・ 山形市総合スポーツセンター内の新野球場建設が７月より着工され、大会 

 時の駐車場誘導等について、山形市と連携を図りながら対応した。 

・ ４月１日より管理施設については、原則敷地内禁煙とした。山形市南部体 

 育館・山形市江南体育館については、併設されている公民館と調整し、喫 

 煙場所の変更等を行った。 

 

  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 

○県体育館 

・ 日曜日の夜間開放及び窓口での現金収受 

・ 利用料金及び利用区分（1時間単位）への見直し 

      ・ 利用者からの要望の多かった用具等の補充 

○県あかねヶ丘陸上競技場 

・ 夏休み期間等の早朝開放の実施 

・ 熱中症予防の為のミストシャワーの設置 

（３）施設利用の目標値と現況（平成２７年４月１日～平成２８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 

      ・大会議室 ３，７０１名 （ ７８回） 

      ・会議室  ２，５５９名 （１０１回） 

      ・小会議室 １，３０１名 （１０６回） 

       合  計 ７，５６１名 （２８５回） 



 

19 

 

 イ．山形市球技場 

   ・利用者数 ５５，７６２名 

 

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 
４９７，９３３ 

６５，３０４，２３０ 
５０２，０００ 

南部体育館 
３４，９３０ 

４，２２２，１７０ 
３１，０００ 

江南体育館 
２３，７６５ 

３，６４０，８００ 
２３，０００ 

福祉体育館 
３０，１９９ 

３，２９４，７４０ 
２３，０００ 

北市民プール 
５，５７４ 

７８９，９５０ 
６，０００ 

みなみ市民プール 
１１，０８４ 

１，５４０，６８０ 
１２，０００ 

山形市流通センター 

庭球場 

６，８７１ 
３４８，７００ 

３，５００ 

山形市西部庭球場 
１，１１１ 

９３，４００ 
２，０００ 

山形市鋳物町庭球場 
１，３８９ 

８３，６００ 
１，２００ 

山形市流通センター 

野球場 

１８，３１３ 
１，０５９，７００ 

１１，０００ 

山形市西部運動広場 
７，７９６ 

１１６，２００ 
６，０００ 

山形市鋳物町運動広場 
６，９３８ 

１８６，２００ 
４，９００ 

山形市立谷川運動広場 
７，７５４ 

１４９，２００ 
４，７００ 

山形市ソフトバール場 
９，３１５ 

３４８，４００ 
１１，０００ 
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山形市弓道場 
８，６２７ 

１，７１２，６００ 
７，５００ 

合     計 
６７１，５９９ 

８２，８９０，５７０ 
６４８，８００ 

達  成  率 １０３．６％  

 

 

イ．山形県指定管理施設の利用状況 

     ○県体育館 

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。） 
１２２，００１ 

１１，９９１，５７０ 
１１９，０１７ 

武道館 
１５，３６６ 

１，４０４，１２０ 
１６，２８７ 

合宿所 
１，３８０ 

５７７，４５０ 
１，２１６ 

合     計 
１３８，７４７ 

１３，９７３，１４０ 
１３６，５２３ 

前年度比 １０１．６％  

 

○県あかねヶ丘陸上競技場 

施  設  名 
利用者数（人） 

利用料金（円） 
前年度利用者数（人） 

競技場（シャワー含む。） 
１３２，２１６ 

６，６２０，５２０ 
１２３，８１８ 

ローラースケート場 
７８１ 

－ 
１４３ 

合     計 
１３２，９９７ 

６，６２０，５２０ 
１２３，９６１ 

前年度比 １０７．２％  
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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） 
前年度利用者数（人） 

沼の辺体育館 
１３，７４５ 

２，３５２，６４０ 
１５，５４３ 

山形市野球場 
１８，９６４ 

１，８７１，５００ 
３１，９７０ 

山形市グラウンド・ゴルフ

場 

１，８１０ 
２４０，８００ 

１，９１４ 

前年度比 １１７．０％  

資料５：平成２７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）          （３２ページ） 

     資料６：平成２７年度山形県体育館施設利用者数比較表    （３３ページ） 

資料７：平成２７年度山形県あかねヶ丘陸上競技場月別集計表 （３４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 

      ・山形市総合スポーツセンター駐車場北側区画線補修（1,274,000 円） 

      ・山形市流通センター野球場屋外照明安定器交換(680,400 円) 

      ・山形県体育館移動式バスケットボール台修繕（896,400 円） 

     ②省エネルギー関係対策 

      スポーツセンター内の誘導灯等の照明設備をＬＥＤに順次交換し、消費電力

の削減に向けた取組を行った。 

            また、県体育館についても、照明設備の交換にあたっては、省エネルギータ

イプやＬＥＤを使用した。 

 

（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 

「第３６回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会」、「第１０回若年者も

のづくり競技大会」、「第６６回全国理容競技大会」、「ＮＢＤＬ ２０１５-

２０１６レギュラーシーズン」、「全日本学生ソフトテニス選手権大会」ほか 
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イ．東北大会等 

「平成２７年度東北中学校バドミントン大会」、「東日本学生バドミントン

選手権大会」、「第２４回秋季東北マスターズ水泳競技大会」、「第４５回東北

スケート競技選手権大会」ほか 

     ウ．イベント等 

       「山形市長選挙」、「成人の祝賀会」、「新日本プロレス山形大会」ほか 

    ② 山形県体育館・武道館 

スポーツ大会としては、「東北大学生バドミントン大会」、「第７０回東北高等

学校男女バスケットボール選手権大会」などの東北大会が開催され、また、「山

形大学入学式・卒業式」の式典に対しても施設の貸出を行った。 

    ③ 山形県あかねヶ丘陸上競技場 

      第３種公認競技場として、県内の陸上各種大会が開催された。 

   

（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 

【山形市総合スポーツセンター】 

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、運営ワークショップ（利用者協議会）を開催した。 

 ・第１回お客様との意見交換会 

   期 日：平成２７年１１月２７日（金） 

   場 所：山形市総合スポーツセンター第四会議室 

   参加者：１９団体（１９名） 

 

【山形県体育館・武道館】 

県体育館・武道館利用者から直接の声を伺うため、運営ワークショップ（利

用者協議会）を開催した。 

・第１回お客様との意見交換会 

期 日：平成２７年１０月１９日（月） 

場 所：山形県体育館 会議室 

参加者：１１団体（１１名） 

     ・第２回お客様との意見交換会 

       期 日：平成２８年３月１４日（月） 

       場 所：山形県体育館 会議室 

       参加者：９団体（９名） 
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【山形県あかねヶ丘陸上競技場】 

あかねヶ丘陸上競技場利用者から直接の声を伺うため、運営ワークショップ 

（利用者協議会）を開催した。また、公認検定前に投てき練習に係る意見交換

会を開催した。 

第１回お客様との意見交換会 

期 日：平成２７年１１月２５日（水） 

場 所：山形市スポーツ会館 会議室 

参加者：２０団体（２０名） 

第２回お客様との意見交換会 

期 日：平成２８年３月２５日（金） 

場 所：山形市スポーツ会館 会議室 

参加者：１２団体（１２名） 

      公認検定前の投てき練習に係る意見交換会 

       期 日：平成２８年２月２８日（日） 

       場 所：山形県あかねヶ丘陸上競技場 事務室 

       参加者：６団体（６名） 

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．施設の設備・用具について 

        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．職員対応について 

        身だしなみや喫煙マナー・あいさつの励行など接遇の向上による利用者

満足度向上を一層推進する必要がある。 

     ウ．新野球場建設への対応について 

        工事期間中の駐車場対応について、山形市と連携し、利用者への案内誘

導を行った。また、北側駐車場の区画線を整備し、利用者の利便性を図った。

さらに山形市へ意見を伝えながら、満車時の対応、大型車の駐車スペースの

確保、警備誘導方法、完成後の駐車場不足への対応等について検討する必要

がある。 

  ④体育協会サポーターの活動 

    「体育協会サポーター」制度として、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に活動いただき、利用者の視点にたった運営や施設

の改善を行った。 
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（７）安全管理への取り組み 

     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、山形県あかねヶ丘陸上競技場、山形市福祉体育館で開催し、山形市

消防本部からの指導を受けながら、施設の安全管理に取り組んだ。 

（８）利用者拡大に向けた事業 

【氷上フェスティバル】 

      スケートの普及・振興を目的とし、山形市総合スポーツセンタースケート場

を会場に開催した。 

・期 日：平成２７年１２月２３日（水） 

・参加者：７５５名 

（前年度比４１０名 ３４５名増） 

      ・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 

・カーリング体験等 

   

                            （カーリング体験の様子） 

 

６．法人に関すること 

（１）公益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 

     ※２５ページからに記載。 

 （２）賛助会員制度 

   ①法人会員 １１２団体（前年度から３７団体増） 

   ②個人会員  １８名 （前年度から１名増） 

（３）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 山形市レクリエーション協会 

③ 山形県体育施設協会 

④ 山形県立武道館協議会 

   ⑤ 山形市民スポーツフェスティバル実行委員会 

⑥ 山形シティマラソン大会実行委員会 
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【公益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２７年５月２０日（水） 

    議第 1号  平成２６年度 公益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２６年度 公益財団法人山形市体育協会決算認定について 

    議第 3号  平成２７年度 第１回定時評議員会の開催について 

議第 4号  公益財団法人山形市体育協会新加盟団体（山形市パークゴルフ協会） 

の承認について 

第 2回理事会   平成２７年６月１１日（木） 

    議第 5号  会長、副会長、専務理事、常務理事の選定について 

第 3回理事会  平成２７年８月２５日（火） 書面表決 

    議第 6号  山形市ボブスレーリュージュ連盟の脱退について 

第 4回理事会  平成２７年１２月１７日（木） 

    議第 7号  公益財団法人山形市体育協会特定個人情報取扱規程の制定について 

    報告事項１ 業務執行状況について 

    報告事項２ 「県体育館・県武道館」、「県あかねヶ丘陸上競技場」指定管理者選

定結果について 

第 5回理事会  平成２８年３月１６日（水） 

    議第 8号  平成２７年度公益財団法人山形市体育協会表彰者の決定について 

議第 9号  平成２８年度公益財団法人山形市体育協会事業計画（案）について 

議第 10 号  平成２８年度公益財団法人山形市体育協会予算（案）について 

議第 11 号  公益財団法人山形市体育協会利用料金規程の一部改正について 

    議第 12 号  公益財団法人山形市体育協会加盟団体の承認について 

 

(2)評議員会 

   定時評議員会  平成２７年６月１１日（木） 

    議第 1号  平成２６年度 決算の認定について 

議第 2号  理事・監事の選任について 

議第 3号  理事の報酬等の支給について 

報告事項１ 平成２６年度事業報告及び事業報告の明細について 

報告事項２ 第１回理事会の審議事項等について 
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(3)専門委員会の開催 

   総務委員会・・・・・・・・・・・・1回 

   広報委員会・・・・・・・・・・・・1回 

   生涯地域スポーツ委員会・・・・・・3回 

   競技スポーツ委員会・・・・・・・・2回 

   施設管理委員会・・・・・・・・・・0回 

 

(4)その他の会議 

   加盟団体連絡会議  平成２８年２月６日（土） 

    ○参加者 ２３名 加盟団体１３団体 

○協議内容 

     ・平成２７年度業務執行状況について 

     ・平成２８年度事業の概要について 

     ・加盟団体からの要望等について 


