
 

平成２８年度 公益財団法人山形市体育協会事業計画 

 

Ⅰ．はじめに 

 

Ⅱ．基本方針（平成２０年度策定） 

 

Ⅲ．平成２８年度 重点目標 

 １．生涯・地域スポーツの振興 

 ２．総合型地域スポーツクラブの活動推進と支援 

 ３．競技力向上と競技スポーツの振興 

 ４．法人運営の強化 

 

Ⅳ．事業計画 

 １．生涯・地域スポーツの振興 

 ～ 健康で豊かな生涯スポーツ社会を目指して ～ 
（１）健康づくり推進 

（２）学校・公民館等のスポーツ活動支援 

（３）ジュニアスポーツ活動の充実 

（４）レクリエーション活動の普及 

（５）利用者拡大事業 

～ 新たな生涯スポーツ振興の仕組みづくり ～ 

（１）地域スポーツの活性化 

（２）スポーツ指導者の資質向上と活用 

（３）スポーツ医科学相談の実施 

 ２．総合型地域スポーツクラブの活動推進と支援 

～ 各地区への総合型地域スポーツクラブの設立 ～ 

（１）総合型地域スポーツクラブへの支援 

（２）山形市体育協会スポーツクラブへの支援 

３．競技力向上と競技スポーツの振興 

  ～ ジュニア期の一貫した育成事業 ～ 

（１）山形市体育協会ジュニアスポーツプロジェクト 

～ 加盟団体の普及・育成・強化事業 ～ 

（１）加盟団体活性化事業 

（２）山形市スポーツ少年団本部の運営 

（３）スポーツ奨励事業 

（４）スポーツ団体との連携事業 

 ４．スポーツの情報提供 

５．指定管理者事業等 

   （１）スポーツ施設等の管理・運営に関する事業 
（２）利用者拡大のための事業 

６．法人に関すること 

（１）賛助会員制度の拡充 

（２）専門委員会の運営 

（３）各種スポーツ団体の運営とスポーツ行事等の支援 

（４）その他 

 



 

平成２８年度 公益財団法人山形市体育協会事業計画 

 

Ⅰ．はじめに 

   当協会は「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、平成２０年度に

策定した基本方針のもとで各種事業を進めてまいりましたが、２８年度についても、「生

涯・地域スポーツの振興」・「総合型地域スポーツクラブの活動推進と支援」・「競技力向上

と競技スポーツの振興」・「法人運営の強化」の４つの柱を重点目標に掲げ、事業を推進し

てまいります。 

特に「生涯・地域スポーツの振興」と「競技力向上と競技スポーツの振興」を目的とし

た諸事業については、市民・利用団体のニーズに可能な限り対応し、常に事業内容を見直

しながら、さらに効果的なものにしていく取り組みを継続します。 
近年は、「山形市総合スポーツセンター」等の指定管理者として、山形市内の体育施設

を管理していることから、施設等を有効に活用した事業が求められています。障がい者や

高齢者の方を対象とした事業については、内容の一層の充実を目指します。 
現在、当協会では、経費の一層の縮減と利用者サービスの更なる向上という課題が突き

つけられています。 

当協会を取り巻く厳しい現状に応えていくためには、役職員一人ひとりが、前例にとら

われない柔軟な発想と広い視野を持ち、自主・自立した法人運営の実施を目指さなくては

なりません。 
効率的・効果的な事業展開を進め、着実な成果を上げ法人の体力強化に努めます。 

 

Ⅱ．基本方針（平成２０年度策定） 

 （１）市民一人ひとりが、それぞれの年齢層やライフスタイルに応じ、主体的にスポーツ活

動を楽しむことが出来ることを基本として、健康で豊かな生涯スポーツ社会の実現を目

指します。 

 （２）スポーツのもつ社会的意義を生かして、住民が主体となった「新たな生涯スポーツ振

興のしくみづくり」を目指し、住民の交流を促進し新たなコミュニティを形成します。 

 （３）地区におけるスポーツ振興を基調とし、各地区に「総合型地域スポーツクラブ」を設

立させ、各スポーツ施設を事業拠点として効果的に活用しながら事業を推進します。 

 （４）競技スポーツの振興を図り、各競技力を高めるジュニア期からの一貫した選手育成と

優れた指導者の育成を目指します。 

 
Ⅲ．平成２８年度重点目標 

１．生涯・地域スポーツの振興 

   「山形まるごとマラソン」、「山形市民スポーツフェスタ」などの各種大会やイベント

を開催し、市民が「するスポーツ・観るスポーツ・支えるスポーツ」といった、それぞ

れのライフスタイルに応じて、スポーツに携わることが出来る機会と場を提供します。  

また、各競技団体や障がい者団体等との連携を図り、「健康づくり」、「きっかけづく

り」といった事業に積極的に取り組み、幅広い年齢層への活動支援を行います。 

指定管理施設等を有効に活用し、スポーツを楽しみたいという市民の要望や期待に応

える様々なスポーツ教室等を展開してまいります。 

  
２．総合型地域スポーツクラブの活動推進と支援 

    山形市内で活動している「総合型地域スポーツクラブ」の事業活性化に向けた支援を 
行うとともに、クラブ創設準備中の地域や団体に対しては、山形市と連携し、研修会の 
開催や創設に必要な情報提供を行ってまいります。 



 

当協会が主体となって設立した「山形市体育協会スポーツクラブ」については、クラ 
ブの基本理念と目的に基づき、それぞれのライフスタイルにあった事業を展開し、市民

のスポーツ活動の「場」としての定着活動を支援してまいります。 
 ３．競技力向上と競技スポーツの振興 

 競技団体やスポーツ関係機関と連携し、ジュニア層のスポーツ普及・育成、指導者の 

資質向上を目的とした事業に取り組みます。 

競技団体が主体となった各競技の普及・強化事業のサポートを行い、一体的な競技力

向上を図ります。 

新たに、競技団体と協働し、市民を対象としたスポーツ教室等の事業の実施を検討し

てまいります。 

  ４．法人運営の強化 

    指定管理者として再指定された「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」をはじめとする２３施設を管理運営してまいります。 
施設管理者として、利用者が安全で安心して、スポーツやレクリエーション等の活動

に親しむことができる「場」や「機会」を提供してまいります。 
また、「長期・安定・継続」した法人運営を目指していくために、機構・組織の見直

しや事業全体の改善活動に取り組んでまいります。 
 
Ⅳ．具体的な事業計画 

１．生涯・地域スポーツの振興  

～ 健康で豊かな生涯スポーツ社会を目指して ～ 
  （１）健康づくり推進 

     各競技団体や障がい者団体等と連携を図り、「健康づくり」や「きっかけづくり」

等の事業を展開し、幅広い年齢層への活動支援を行ってまいります。 

     【事業内容】 

事 業 名 内     容 

① ス ポ ー ツ 教 室 等 
の開催 
※別紙資料参照 

指定管理施設等を有効に活用し、「いつでも」、「誰

でも」、「どこでも」を目指し、各施設間で連携し一

体となって事業を展開してまいります。また、障が

い者を支援する事業を実施してまいります。 
内 容： 
＜山形市総合スポーツセンター等事業＞ 
ア．６０歳以上チャレンジ!!!スポーツ民踊教室 
イ．一緒に走ろう!!!山形まるごとマラソン教室 
ウ．カローリング教室 等 

＜山形県体育館・武道館事業＞ 

 

イ．スポーツ体験教室 等 

＜山形県あかねヶ丘陸上競技場事業＞ 

ア．親子ランニング教室 

イ．グラウンド・ゴルフ教室 等 

＜山形市球技場事業＞ 

ア．親子サッカー教室 

イ．タグラグビー教室 

ウ．障がい者スポーツ教室 等 



 

②スポーツイベントの実

施・運営 

山形市とともに主催者として、下記のイベントを

実施・運営いたします。 
ア．第４回山形まるごとマラソン 
   開催日：平成２８年１０月２日（日） 
イ．第９回山形市民スポーツフェスタ 
   開催日：平成２８年１０月９日（日） 

③スポーツイベント等の

支援 

「するスポーツ・観るスポーツ・支えるスポーツ」

といった、それぞれのスタイルで関わりを持ち、市

民のスポーツに対する興味・関心を高めるため、「山

形市民登山」、「FIS スキージャンプワールドカップレ

ディース蔵王大会」等のスポーツイベントを支援し

ます。 
（２）学校・公民館等のスポーツ活動支援 

     小・中学校、公民館等と連携し、各地域の幅広い年齢層へのスポーツ活動を支援し

てまいります。 

【事業内容】 
事 業 名 内     容 

①学校体育等支援事業 

 幼稚園や保育園、小・中学校等に対し、市球技場

やスケート場等の施設を活用した学校体育授業での

実施プログラムの提案や、実施事業に対する支援を

行います。 

②放課後子どもプラン事

業 

 山形市教育委員会社会教育課青少年課とのタイア

ップ事業として、放課後子ども教室において「たの

しい体育教室」を行います。 

③スポーツ用具の貸出 
 地域行事や学校行事及び公民館行事等に対するス

ポーツ用具の貸出を行うとともに、用具の更新・整

備を図ってまいります。 

（３）ジュニアスポーツ活動の充実 

     小学校区単位で組織されるスポーツ少年団の活動を生涯スポーツにつなげていく

ため、「山形市スポーツ少年団」の活動を支援するとともに、下記の事業を実施いた

します。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①スポーツ少年団統一ボ

ランティア 
市内のスポーツ少年団による奉仕活動を山形市総

合スポーツセンター外周等の清掃活動を行います。 

②スポーツ少年団体力測

定 

 市内のスポーツ少年団を対象に、団員の体力測定

会を年２回開催し、今後の各団員の体力づくりにつ

なげます。 
 第１回開催日：平成２８年 ５月２１日（土） 
 第２回開催日：平成２８年１１月１９日（土） 

（４）レクリエーション活動の普及 

     スポーツレクリエーション活動を通じ、様々なスポーツを楽しみ多くの仲間と触れ

合う機会を提供するため、「山形市レクリエーション協会」の運営を行い、下記の大

会を開催します。 



 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①第３４回山形市レクリエ

ーション大会 

開催日：平成２８年５月２８日（土）～２９日（日） 

種 目：ウォークラリー、民踊、社交ダンス、フ

ォークダンス、ペタンク、ターゲットバ

ードゴルフ、グラウンド・ゴルフ、イン

ディアカ、バウンドテニス、あそびの広

場、ミニテニス、サイクリング 

 （５）利用者拡大事業 

    施設の利用拡大とスポーツ機会の提供のため、施設を活用した事業を開催します。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①利用拡大事業 氷上フェスティバル 
 
～ 新たな生涯スポーツ振興の仕組みづくり ～ 

  （１）地域スポーツの活性化 

     地域住民が主体となり、スポーツの力で「子どもたちの健全育成」・「成人の健康づ 

    くり」・「地域の活性化」を図るための「地域元気アップ事業」を実施いたします。 

将来的な総合型地域スポーツクラブの創設を見据えながら、地域の特色を生かした 

事業の支援を強化してまいります。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①ジュニアスポーツ支援事

業 

地域で活動する団体が中心となり、子どもたちの

スポーツを始めるきっかけづくりとなる事業や地

域で継続した活動を行えるような事業に対する支

援を行います。 

②健康づくり支援事業 

地域住民の健康づくり（成人の週 1回スポーツ活

動の実施）を目標に、スポーツを通じた参加者間の

交流を図る事業に対する支援を行います。 

③地域スポーツ支援事業 

地域の活性化を目的に、地域住民が自主的に事業

を開催し、「地域の結束」や「スポーツクラブへの

足掛かり」を目標とする事業に対する支援を行いま

す。 

（２）スポーツ指導者の資質向上と活用 

地域でのスポーツ活動や競技の普及・強化等を推進していくため、資格取得講習会 

を開催いたします。また、スポーツ関係者を一堂に会し、中央から講師を招聘し、ス

ポーツ懇談会を開催いたします。 

          指導者や学識経験者に対し指導者バンク登録を促し、学校や地域スポーツの指導・

講習会の講師としての紹介を行います。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①スポーツ指導者の資質向

上事業 

ア．日本体育協会スポーツリーダー養成講習会 

イ．救命救急セミナー 

ウ．スポーツ懇談会 



 

②スポーツ指導者紹介制度 

ア．日本体育協会スポーツリーダーの資格取得者に

対し、スポーツリーダーバンクへの登録促進 

イ．指導者バンク利用拡大のためのＰＲ活動 

（３）スポーツ医科学相談の実施 

     当協会が自主的に行っている医科学相談事業を広く市民に対して、スポーツ医科学

の情報提供と相談事業を行います。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①スポーツ医科学相談 

ア．スポーツセンタートレーニングルームにおける

医科学相談 

イ．山形市民スポーツフェスタでの実施 

 

２．総合型地域スポーツクラブの推進と支援 

 ～ 各地区への総合型地域スポーツクラブの設立 ～ 

  （１）総合型地域スポーツクラブへの支援 

山形市や山形市体育・スポーツ総合推進本部と連携し、地域に根差したスポーツク

ラブの創設とクラブに必要な人材の育成を図ります。また、既存（創設準備）のクラ

ブに対する活動の支援を行います。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①新規クラブ創設支援事業 

地域スポーツで活動するリーダーやコーディネ

ーターの育成を目的に、山形市と連携し研修会等を

開催します。 

また、当協会ホームページによるクラブ創設に関

する情報提供を行います。 

②既存クラブ支援事業 
現在活動しているクラブや創設準備クラブに対

し支援を行います。 

 

（２）山形市体育協会スポーツクラブへの支援 

     当協会が主体となって運営している「山形市体育協会スポーツクラブ」に対し、必

要な人的・物的支援等を行います。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①クラブ運営支援 

クラブが健全かつ円滑に運営ができるよう支援

を行います。 

ア．経営全般に関する指導 

イ．指導者・職員等の派遣 

ウ．事務所等の貸出 

    

３．競技力向上と競技スポーツの振興 

 ～ ジュニア期の一貫した育成事業 ～ 

（１）山形市体育協会ジュニアスポーツプロジェクト 

     競技団体やスポーツ関係機関と連携し、ジュニア層の一体的なスポーツの普及・強 

化推進を図るためのプロジェクト事業を実施いたします。 



 

     普及事業として、主に発育発達期の子どもたちを対象に、いろいろな「あそび」、「運 

動」、「スポーツ」のプログラム体験コースを設けた通年のスポーツスクール等を実施 

します。また、保護者やジュニアスポーツ指導者を対象に、発育発達段階に関する様々

なスポーツ情報講座を開催します。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①チャレンジ!!!キッズス

ポーツスクール 

（年中～年長対象） 

幼児を対象に色々な運動やスポーツが体験でき

る通年のスポーツスクールを開催します。 

②チャレンジ!!!ジュニア

スポーツスクール 

（小学 1～6年生対象） 

児童を対象に色々な運動やスポーツが体験でき

る通年のスポーツスクールを開催します。 

③保護者サポートプログラ

ム 

キッズ・ジュニアスポーツスクール参加保護者や

ジュニアスポーツ指導者等を対象に、日常からの的

確なサポートや指導に必要な情報提供を行います。 

④キッズスポーツフェステ

ィバル（年中～年長対象） 

キッズ・ジュニアスポーツスクール参加者や同世

代の親子を対象に、日本スポーツ振興センターや日

本オリンピック委員会等から講師を招聘し、トップ

レベルのスポーツ指導やスポーツの情報提供を行

います。 

また、ジュニアスポーツ指導者に対する講習会を

開催し、指導者の資質向上を図ります。 

⑤ジュニアスポーツフェス

ティバル（小学 1～6年生

対象） 

⑥指導者プログラム 

 

～ 加盟団体の普及・育成・強化事業 ～ 

（１）加盟団体活性化事業 

     加盟競技団体の活性化を目的に、各競技の「普及啓発」・「競技力強化」・「ジュニア 

層の普及・育成・強化」に関する事業を支援してまいります。また、競技団体と協働

し、市民を対象としたスポーツ教室等の事業の実施を検討してまいります。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①スポーツクリニック事業 
加盟団体との共催事業として、共催費を交付しま

す。 

②加盟団体との協働事業

（新規事業） 

加盟団体と協働し、市民誰もがスポーツを楽し

み、親しむきっかけとなるようなスポーツ教室等の

事業の実施を検討いたします。 

（２）山形市スポーツ少年団本部の運営 

     少年期スポーツの普及・育成・強化を図るため、市内のスポーツ少年団を統括して 

いる山形市スポーツ少年団本部の運営を行います。 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①第３１回山形市スポーツ

少年団総合大会（主会

期・スキー競技）の開催 

山形市スポーツ少年団の健全育成と技術の向上

及び相互の交流を図ります。 

＜主会期＞ 

開催日：平成２８年８月６日（土）～８月７日（日） 



 

②スポーツ少年団育成費交

付 

競技の普及・強化、指導者育成、審判育成等に関

する事業に育成費を交付します。 

③全国大会出場団への激励

金交付 

山形市スポーツ少年団に登録している団が全国

大会に出場した際に激励金を交付します。 

④指導者連絡協議会の運営 
指導者の連携及び資質向上のための研修会を開

催します。 

（３）スポーツ奨励事業 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①国民体育大会・全国障害

者スポーツ大会激励会 

本市出場選手への記念品贈呈と壮行激励会を開

催します。 

②表彰事業 

【功労賞・敢闘賞・特別賞・

感謝状】 

スポーツ界において著しい功績のあった個人及

び団体に対して表彰を行います。 

（４）スポーツ団体との連携事業 

【事業内容】 
事業名 内     容 

①山形県地方青少年武道錬成

大会【なぎなた】 

公益財団法人日本武道館との共催で、県内の武

道に励む小・中学生を一堂に集め、武道の正しい

理解を得させるとともに、技術の向上と相互の交

流と青少年の健全育成を図ります。 

開催日：平成２８年７月１６日（土） 

～１７日（日） 

②マルチサポート等事業 
 山形市体育・スポーツ総合推進本部との連携に

よる事業を実施します。 

４．スポーツの情報提供 

 【事業内容】 
事 業 名 内     容 

①広報誌「エンジョイ・スポ

ーツ」 

当協会が発行する広報誌「エンジョイ・スポー

ツ」に、スポーツ教室や施設情報等を掲載し、Ｐ

Ｒ活動を行います。 

②機関紙「躍動」 
当協会が発行する機関誌「躍動」に、事業計画・

報告、各種大会結果、活躍した選手や団体等を掲

載し、情報提供を行います。 

③ホームページ 
当協会のホームページをリニューアルし、事業

計画や活動内容等をより分かりやすく公開して

まいります。 

５．指定管理者事業等 

指定管理者として指定されている１８施設並びに山形市スポーツ会館他４施設の管理

運営を行います。 

これらの施設の管理運営にあたっては、安全安心を第一に、サービス向上に努めながら、

省エネルギーの積極的な実施や指定管理事業に伴うスポーツ振興事業を実施してまいり

ます。 



 

（１）スポーツ施設等の管理・運営に関する事業 
①山形市からの指定管理施設 

（指定管理期間：平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで） 
ア．山形市総合スポーツセンター 
イ．南部体育館 
ウ．福祉体育館 
エ．江南体育館 

    オ．みなみ市民プール 
    カ．北市民プール 
    キ．山形市弓道場 
    ク．山形市ソフトボール場 

ケ．流通センター野球場 
    コ．流通センター庭球場 
    サ．西部運動広場 
    シ．西部庭球場 
    ス．立谷川運動広場 
    セ．鋳物町運動広場 
    ソ．鋳物町庭球場 

②山形県からの指定管理施設 
 ア．山形県体育館 

（指定管理期間：平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで） 
イ．山形県武道館 

（指定管理期間：平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで） 
ウ．山形県あかねヶ丘陸上競技場 

（指定管理期間：平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで） 
③その他の施設 
ア．山形市スポーツ会館 
イ．沼の辺体育館（徴収事務委託） 
ウ．山形市野球場（徴収事務委託） 
エ．グラウンド・ゴルフ場（徴収事務委託） 
オ．山形市球技場 

 （２）利用者拡大のための事業 

     指定管理施設の利用拡大を目的に、「氷上フェスティバル」の事業を実施します。 

 

６．法人に関すること 

公益財団として、引き続き機構・組織等の見直し作業を進めてまいります。 

財務面においては、消費税率の変更や退職金などの将来の支出に対する準備が必要で

あり、今後も厳しい状況が予想されることから、中長期的な見通しのなかで、運営して

いくことが求められています。 

今日では、民間的手法の導入と、役職員一人ひとりの工夫による自立した団体運営が

強く求められていることを認識しながら、法人の適正な運営を目指してまいります。 
 
（１）賛助会員制度の拡充 

法人運営の重要な基盤のひとつである賛助会員制度の見直しと更なる拡充に努め、

事業・財務両面の体質強化を目指してまいります。 
 



 

（２）専門委員会の運営 
     組織運営にあたっては PDCA サイクルに基づき、各専門委員会における企画・検証

等を法人運営に反映し、適切な業務執行を目指してまいります。 

（３）各種スポーツ団体の運営とスポーツ行事等の支援 

①山形市関係スポーツ団体の運営 

     山形市から事務を委託されている各団体の運営を行います。 
事 業 名 内    容 

①各種団体運営事業 
ア．東南村山地区体育協会連絡協議会 

イ．山形市レクリエーション協会 

②山形県関係団体の運営 

   山形県体育館及び山形県武道館の指定管理者として、関係団体の運営を行います。 

事 業 名 備   考 

①山形県体育施設協会事務

局の運営 

公益財団法人日本体育施設協会との連携による

県内体育施設等加盟団体との連絡調整 

②都道府県立武道館協議会

事務局の運営 

公益財団法人日本武道館との共催による青少年

武道錬成大会の開催 

（４）その他 

①平成２９年度の役員改選に向けて、法人運営の見直しを進めます。 

②平成２９年４月採用職員について検討します。 




