
 

令和３年度 公益財団法人山形市スポーツ協会事業計画 
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 ４．スポーツ施設等の管理運営に関する事業 
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（１）生涯スポーツの推進 

（２）学校・地域等のスポーツ活動協力 

（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 

～ 新たな生涯スポーツ振興の仕組みづくり ～ 

（１）スポーツ用具の貸出と利用推進 

（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 

（１）総合型地域スポーツクラブへの推進と支援 

（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 

  ～ ジュニア期の育成事業 ～ 

（１）スポーツの楽しさを学ぶきっかけづくり事業 

（２）トップアスリート発掘・育成事業 

～ 加盟団体との連携事業 ～ 
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令和３年度 公益財団法人山形市スポーツ協会事業計画 

 

 

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。 

昨年発生した新型コロナウイルス感染症により、世界中が危機的な状況に陥っておりま

す。このことはスポーツ界にも大きな影響を及ぼし、事業の中止やスポーツ活動の制限を

余儀なくされております。国・県・市からの要請に基づき、できる限りの対応を図りなが

ら事業の再開、状況を踏まえた新しいスタイルでの事業実施に向け、加盟団体をはじめ市

民の皆様のご理解、ご協力をいただく重要な時期にあります。 

令和３年度は、「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」・「スポーツ施設等の管理運営に関する事

業」・「法人運営の強化」の５つの柱を重点目標に掲げ、コロナ対策を講じながら事業を推

進してまいります。 

「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・加盟団体・利用団体等のニーズに対応し、さらに効果的なものに

していく取り組みを継続します。 

山形市総合スポーツセンターをはじめとする山形市内の体育施設を管理していること

から、常にコロナ禍における状況を踏まえながら安心・安全を第一とした管理運営を図っ

てまいります。 

現在、当協会には経費の一層の縮減と人材確保、利用者サービスの更なる向上という課

題等があります。また、めまぐるしく変化する社会状況に鑑み、当協会の基本方針や規定

等も見直しを図る必要があると考えます。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、互に連携し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．令和３年度重点目標 

１．生涯・地域スポーツの振興 

   山形市内の各指定管理施設を有効的に活用したスポーツ教室を実施してまいります。 

また、加盟団体と更に連携を深め、様々な事業に取り組んでまいります。 

今年度は特に、コロナ禍においても個人や家族でも、自宅等でのスポーツ活動を実施

可能な動画プログラムを配信し、市民の健康維持増進に努めてまいります。 

 山形市民がそれぞれのライフスタイルに応じて、スポーツに関わることが出来るよう

コロナ対策を講じながら「山形まるごとマラソン」、「山形市民スポーツフェスタ」等の

各種大会やイベントを開催し、「する・観る・支えるスポーツ」の機会と場を提供してま

いります。 

２．総合型地域スポーツクラブの推進と支援 

    山形市と一体となり、総合型地域スポーツクラブ創設のための情報提供を行うととも

に、既存クラブへの支援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ていく 

ために、経営等の改善を継続してまいります。 

 ３．競技力向上と競技スポーツの振興 

 加盟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んでまいります。 

加盟団体が主体となった各競技の普及・育成・強化事業等への支援を行い、競技力向

上を図ってまいります。 

４．スポーツ施設等の管理運営に関する事業 

    管理運営している２１施設については、契約、協定に基づき、適正な管理・運営を行

ってまいります。また、コロナ対策については、国・県・市からの要請に基づきながら

安全・安心な施設提供を第一とし、感染状況やライフスタイルに応じた取り組みを利用

者と協働しながら実施してまいります。 

  ５．法人運営の強化 

    当協会の目的でもある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、「長

期・安定・継続」した運営を目指し、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）生涯スポーツの推進 

     各加盟団体や地域で活動する団体等との連携を図り、生涯スポーツの推進や市民の

健康づくり等に携わる事業を展開してまいります。 

     【事業内容】 

事 業 名 内     容 

①スポーツ教室の開催 

市民が生涯に渡ってスポーツに親しむ事や健康維

持増進を目的とした教室を開催してまいります。 

※１０教室（予定） 

②動画配信の実施（新規） 

コロナ禍においても自宅等で出来る健康維持増進

を目的とした動画を配信してまいります。 

※３プログラム（予定） 



 

③スポーツイベントの実

施・運営 

山形市と共に主催者として下記のイベントを実

施・運営してまいります。 

ア．第８回山形まるごとマラソン 

   開催日：令和３年１０月 ３日（日） 

イ．第１４回山形市民スポーツフェスタ 

   開催日：令和３年１０月１０日（日） 

④スポーツイベント等の

支援 

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女子ジャンプワールドカップ

蔵王大会」等のスポーツイベントを支援してまいり

ます。 

 

 

（２）学校・地域等のスポーツ活動協力 

【事業内容】 

事 業 名 内     容 

①学校体育等協力事業 

 幼稚園等や小中学校に対し、山形市総合スポーツ

センタースケート場等の管理施設を活用した学校体

育授業等への協力を行ってまいります。 

・講師紹介 

・会場使用 

・会場までの送迎（toto バス） 

②ニュースポーツ用具の

貸出と利用推進 

 学校行事及び地域行事等に対するスポーツ用具貸

出の推進を行うと共に、用具の更新・整備を積極的

に図ってまいります。 

・ホームページでの広報 

・管理施設や公民館等へのポスター掲示 

 

 

（３）ジュニアスポーツ活動の充実 

     山形市スポーツ少年団の活動を支援すると共に、ジュニア活動の充実を図り、下記

の事業を実施してまいります。 

【事業内容】 

事業名 内     容 

①山形市スポーツ少年団

統一ボランティア活動 

山形市内のスポーツ少年団による奉仕活動とし

て、清掃活動を行ってまいります。 

②山形市スポーツ少年団

体力測定 

 山形市スポーツ少年団に登録している単位団を対

象に、体力測定を各団で実施し、体力・運動能力の

向上につなげてまいります。 

 

 

 

 

 



 

（４）レクリエーション活動の普及 

     山形市レクリエーション協会の運営を行い、山形市レクリエーション大会を開催い

たします。 

【事業内容】 

事業名 内     容 

第３９回山形市レクリエー 

ション大会 

開催日：令和３年５月３０日（日） 

種 目：民踊、社交ダンス、フラダンス、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、あそびの広場、バウンド

テニス、ミニテニス（予定） 

 

 

～ 新たな生涯スポーツ振興の仕組みづくり ～ 

 

  （１）スポーツ用具の貸出と利用推進 

     学校行事及び地域行事等に対するスポーツ用具貸出の推進を行うと共に、用具の更 

新・整備を行ってまいります。 

【事業内容】 

事業名 内     容 

スポーツ用具の貸出推進及

び利用促進事業 

ア．スポーツ用具の貸出 

イ．スポーツ用具の更新・整備 

ウ．スポーツ用具の利用推進（当協会ホームページ

での広報や管理施設、公民館等へのポスター掲

示） 

 

 

（２）スポーツ指導者の資質向上と活用 

スポーツ活動や競技の普及・強化等を推進していくため、スポーツ指導者の資質向

上事業を開催いたします。また、広く市民を対象に、「山形市スポーツ懇談会」を開

催いたします。 

          各加盟団体等と連携し、学校や地域でのスポーツ活動に対して指導者を紹介する事

業を整備してまいります。 

【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．救命救急セミナー 

イ．山形市スポーツ懇談会 

ウ．指導者研修会 

②スポーツ指導者紹介事業 

加盟団体と連携し、学校や地域でのスポーツ指導 

や講習会等に指導者を紹介できるように整備して

まいります。 

 

 

 

 

 



 

（３）スポーツ医科学相談の実施 

     スポーツ医科学に基づく相談事業を実施します。 

【事業内容】 

事業名 内     容 

スポーツ医科学相談 

ア．山形市総合スポーツセンター相談室における医

科学相談 

イ．山形市民スポーツフェスタでの医科学相談事業 

 

２．総合型地域スポーツクラブの活動推進と支援 

（１）総合型地域スポーツクラブへの推進と支援 

   山形市と一体となり、総合型地域スポーツクラブ創設のための情報提供を行うとと

もに、既存クラブへの支援を行ってまいります。 

  【事業内容】 

事業名 内     容 

総合型地域スポーツクラブ支 

援事業 

スポーツクラブの推進と支援を行ってまいりま

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、支

援してまいります。 

【事業内容】 

事業名 内     容 

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

してまいります。 

ア．経営全般に関する指導 

イ．指導者の紹介及び職員等の派遣 

 

 

３．競技力向上と競技スポーツの振興 

～ ジュニア期の育成事業 ～ 

 

（１）スポーツの楽しさを学ぶきっかけづくり事業 

     加盟団体やスポーツ関係団体と連携し、幼児及び児童へのスポーツ普及を図るため

の事業を実施いたします。 

【事業内容】 

事業名 内     容 

チャレンジスポーツ!! 

（年中～小学６年生対象） 

子どもたちを対象とした様々な運動等やスポー

ツ等が体験できるスポーツスクールを開催し、スポ

ーツの楽しさを知ってもらう事を目的に実施いた

します。 

※８スクール（予定） 

 

 

 



 

（２）トップアスリート育成事業 

競技団体と連携を図り、スキージャンプ競技における地元選手の育成を目的とし

たプログラムを実施してまいります。 

【事業内容】 

事業名 内     容 

トップアスリート育成事業 

（スキージャンプ競技） 

 競技団体と連携し、陸上トレーニングとサマー

ジャンプ合宿等を実施してまいります。 

 

～ 加盟団体との連携事業 ～ 

 

（１）加盟団体の普及・育成・強化事業 

     加盟団体の活性化を図るため、普及、育成、強化に関する事業を支援してまいりま

す。 

【事業内容】 

事業名 内     容 

①スポーツクリニック事業 
競技スポーツ委員会と連携して、競技力向上等を

目的とした事業に対し、負担金を交付いたします。 

②普及・育成事業 
各加盟団体の普及・育成事業を対象に、スポーツ

スクール等を協働して開催いたします。 

 

 

（２）山形市スポーツ少年団本部の運営 

     山形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

ってまいります。 

【事業内容】 

事業名 内     容 

①山形市スポーツ少年団総合

大会の開催 

＜主会期＞ 

開催日：令和３年７月３１日（土）～８月１日（日） 

種 目：サッカー、バレーボール、軟式野球、ミ 

ニバスケットボール、剣道、柔道、空手道 

＜スキー競技会期＞ 

 開催日：令和４年２月予定 

②スポーツ少年団育成費交付 
競技の普及・育成・強化、指導者育成、審判育成

等に関する事業に対し、育成費を交付いたします。 

③全国大会出場団への激励金

交付 

登録団が全国大会に出場した際に激励金を交付

いたします。 

④指導者連絡協議会の運営 
指導者の資質向上を目的とし、指導者協議会研修

会を開催いたします。 

 

 

 

 

 



 

（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

スポーツ大会山形市選手団

壮行激励会 

国民体育大会・全国障害者スポーツ大会の出場

権を獲得した山形市選手団（選手・監督・コーチ）

に対する壮行激励会を開催いたします。 

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ってまいります。 

 

 

（４）スポーツ団体等との連携事業 

【事業内容】 

事業名 内     容 

①山形市体育・スポーツ総

合推進本部 

・少年ジャンパー育成事業 

・スポーツ少年団育成事業の交付金申請事務 

・（仮称）スポーツリーダーセミナー事業 

②山形県（山形市）地方青

少年武道錬成大会 

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

を得させると共に、技術の向上と相互の交流と青少

年の健全育成を図ってまいります。 

【なぎなた】 

開催日：令和３年７月１７日（土）～１８日（日） 

 

４．スポーツ施設等の管理運営に関する事業 

（１）スポーツ施設等の管理・運営 

指定管理者として指定されている１７施設並びに業務を受託している４施設の管

理運営を行ってまいります。国・県・市からの要請に基づきながら、安心・安全を第

一としたコロナ対策を講じます。 

①山形市からの指定管理施設 

 ア．山形市総合スポーツセンター等指定管理者 

（指定管理期間：平成３１年４月１日から令和７年３月３１日まで） 

      ○ 山形市総合スポーツセンター 

○ 南部体育館 

○ 福祉体育館 

○ 江南体育館 

○ みなみ市民プール 

○ 北市民プール 

○ 山形市弓道場 

○ 流通センター野球場 

○ 流通センター庭球場 

○ 西部運動広場 

○ 西部庭球場 

○ 立谷川運動広場 



 

○ 鋳物町運動広場 

○ 鋳物町庭球場 

イ．山形市球技場指定管理者 

（指定管理期間：平成２９年４月１日から令和４年３月３１日まで） 

 

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３１年４月１日から令和４年３月３１日まで） 

イ．山形県武道館 

（指定管理期間：平成３１年４月１日から令和４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．南石関グラウンド・ゴルフ場（運営管理委託） 

エ．山形市あかねヶ丘陸上競技場（管理運営委託） 

 

  （２）施設設備維持管理について 

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の経費削減に努めな

がら、必要な修繕・機器の更新を行ってまいります。 

①山形市が行う主な改修工事等 

 ・山形市総合スポーツセンター 第一体育館床改修工事           

 ・山形市総合スポーツセンター 高圧ケーブル更新工事 

 ・山形市総合スポーツセンター 散水用給水ポンプユニット等更新工事 

 ・山形市総合スポーツセンター スケート場 ブライン循環ポンプ更新工事 

ブライン補給回収ポンプ更新工事 

           燃料油ポンプ・散水ポンプ・温水循環ポンプ更新工事 

 ・福祉体育館屋根等防水改修工事 

 

     ②山形市が行う競技備品等の更新、購入 

      ・山形市総合スポーツセンター卓球台（更新） 

      

 

（３）主なイベント、各種大会予定 

   国、県、市や各競技団体のガイドライン等に則した開催となるよう、コロナ対策に

ついて主催者と十分な打ち合わせを行ってまいります。 

①山形市総合スポーツセンター 

ア．全国大会・催物等 

 ・第４５回日本女子ソフトボール１部リーグ第５節山形大会 

 ・バドミントンＳ／Ｊリーグ 山形大会 

 ・第３０回全日本古希軟式野球大会 

 ・Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ 山形ワイヴァンズ公式戦 

・令和４年第７４回「山形市成人の祝賀式」 

 ・東北絆まつり 

 ・山形花笠まつり 

 ・東京オリンピック サモア代表チーム事前合宿 



 

 ・第３８回全日本レディースバドミントン選手権大会 

 ・全国高等専門学校水泳競技大会 

 ・第５回全国ミニテニスさくらんぼ大会 

 

イ．東北大会等 

 ・第４８回東北総合体育大会 （バドミントン競技 バスケットボール競技  

ソフトテニス競技、軟式野球競技、弓道競技、スポーツクライミング競技） 

 ・第４９回東北中学校ソフトテニス大会 

 ・第７３回東北バドミントン選手権大会 

 ・東北高校インドアソフトテニス選手権大会 

 

   ②山形市球技場 

       ・高円宮杯ＪＦＡ全日本Ｕ-１5サッカー選手権東北みちのくリーグ 

・高円宮杯ＪＦＡ全日本Ｕ-１5サッカー選手権東北大会 

・高円宮杯Ｕ-１８プリンスリーグ東北＆山形県リーグ 

・べにばな杯（ジュニアユース）サッカー大会 

・Ｕ-１６東北トレセンリーグ 

・東北地区大学サッカー選手権大会 

・第４６回東北地区大学サッカーリーグ 

・第４０回東日本中学校ラグビーフットボール大会北海道・東北予選 

 

     ③山形県体育館・武道館 

      ア．全国大会・催事等 

       ・東北絆まつり２０２１山形 

       ・山形大学学位授与式 

       ・第７回ウィンターフィスティバル 

       ・山形大花火大会２０２１ 

 

      イ．東北大会等 

       ・第１６回東北極真カップ空手道選手権大会 

       ・第４８回東北総合体育大会 レスリング競技 

       ・第７６回東北高等学校男女バスケットボール選手権大会 

       ・東北学生バドミントン春季リーグ戦 

       ・少年少女交流柔道大会東北ブロック大会 

 

（４）利用者の協働によるサービスの向上 

   コロナ禍における状況を踏まえながら、利用者のニーズを把握に努め、より効果的

な運用とサービスの向上を目指します。 

   ①利用者満足度調査の実施 

施設利用調整の申込時や事業実施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てまいります。 

   ②お客様との意見交換会の開催 

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

「お客様との意見交換会」を各施設において開催いたします。 

      

 



 

③スポーツ教室等参加者のニーズ把握 

      事業終了時に参加者のアンケート調査を実施し、指導者との打合せ等で評価・分

析し、より良い事業が実施できるよう参加者のニーズを把握しながら、業務水準を

高めてまいります。 

④スポーツ協会サポーターの活動 

 「スポーツ協会サポーター」制度として、施設利用者等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

善に取り組んでまいります。 

 

（５）利用者拡大のための事業 

   ①山形市総合スポーツセンター 

    コロナ対策等の施設貸出状況を踏まえながら下記の事業を実施してまいります。 

      ア．施設無料開放 

        スケート場オープン時と元日の滑走料を無料とします 

また、土曜日の中学生以下無料開放（滑走料）についても引き続き実施して

まいります。 

      イ．屋内プール利用者サービス（ニコニコパスポート） 

屋内プールにおいて利用者の少ない時間帯に、子育て世代と高齢者を対象と

して、利用料金を半額とする事業を実施してまいります。 

 

５．法人運営の強化 

公益法人として、引き続き機構・組織等の見直し作業を進めてまいります。 

（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。 

・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 

公益財団法人日本スポーツ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 

 

 



 

  ③東南村山関連団体の運営 

   東南村山地区スポーツ協会の連絡調整と広くスポーツの振興を図るため団体の運

営を行います。 

   ・東南村山地区スポーツ協会連絡協議会 

 

（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、ＰＲ

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・

報告や各種大会結果、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。 

④大会等の情報収集 
記念誌等発刊のために各種大会等の情報収集

を行ってまいります。 

  

  （５）指定管理施設への対応 

     ①山形市球技場 

令和４年度からの指定管理者募集に向けて申請検討を行います。 

     ②山形県体育館・武道館 

      令和４年３月３１日をもって指定管理期間が満了するため、諸手続きや撤収準備

を適正に進めてまいります。 

      なお、令和４年３月３０日と３１日の２日間は、利用者に対して施設の無料開放

を行います。 

 

  （６）労務管理の強化 

     労働安全衛生法をはじめとする各法令に対応すべく、職員の適正な労働時間の把握

のため勤怠管理システムを導入し労務管理の強化を図ってまいります。 

 


