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平成 24年度 事業計画書

財団法人佐世保市体育協会寄附行為の目的に則 り、佐世保市民のアマチュアスポーツ

の統一組織としてスポーツを振興し、事業を推進することで佐世保市民の体位・体力の

向上を図るとともに、長崎県及び佐世保市の指定管理者として、体育施設の有効活用や

安全で安心して利用できる体育施設の提供を行い、誰でもスポーツに親 しむことができ

る環境の提供に取 り組んでいく。

1.施設運営管理業務

(1)施設管理の運営方針

①安全で安心して使える施設の提供

②快適な施設環境の提供

③公平・平等な管理運営

④禾1用者の声を反映した管理運営

⑤コス ト縮減を意識 した管理運営

(2)管理運営施設

①佐世保市体育施設

a.佐世保市体育文化館

b.佐世保市総合グラウン ド (陸上競技場、野球場、体育館、運動広場、

庭球場、プール、アーチェリー競技場)

c.佐世保市温水プール

d.佐世保市東部スポーツ広場

e.佐世保市北部ふれあいスポーツ広場

f.佐世保市小佐々地区体育施設

・佐世保市小佐々スポーツセンター (体育館)

。佐世保市小佐々海洋センター (体育館 ・ プール)

・佐世保市小佐々海洋スポーツ基地

・佐世保市小佐々中央運動公園 (グラウン ド・ テニスコー ト)

・佐世保市大悲観グラウン ド

・佐世保市大悲観テニスコー ト

②長崎県体育施設

a。 長崎県立武道館

b.海洋スポーツ基地カヤックセンター

c。 長崎県立総合体育館県北 トレーニング室



③学校運動照明施設の受託

a.福石中学校

b.早岐中学校

c.清水中学校

d.春日小学校

④その他受託施設

新公園テニスコー ト

(3)施設の維持管理状況

①施設全体の管理業務

②施設の利用許可申請、許可及び利用の日程調整並びに利用料金の徴収業務

③機械設備等の操作・監視、日常点検業務

④施設全体の維持管理業務

a.建物内の日常清掃・定期清掃

b.施設内の警備業務

c.施設内の緑地及び樹木の剪定、防除等の管理業務

d.駐車場の管理業務

e.施設備品の管理業務

f.高圧受電施設の保安管理業務

・電気機器及び自動制御装置等の全般的点検表

・衛生設備の全般的保守点検業務

。各種の小修繕

⑤各種報告書、統計等の作成

⑥その他当該施設の管理運営に関すること

2.ス ポーツ振興の企画・運営

平成 23年度に作成した財団法人佐世保市体育協会事業方針に則り、加盟競技団

体やその他スポーツ団体と連携しながら、スポーツの普及と発展を推進する。

(1)生涯スポーツの普及・振興

加盟競技団体と連携し、優秀な指導者を加盟競技団体が派遣して、子供から高

齢者まで多くの市民を対象にスポーツ教室を実施する。また、一日型のイベント

として親子で体験していただく「親子ふれあいスポーツ教室」や、市民の体力を

測定する「体力測定会」などを実施し、市民のスポーツヘの参加機会を設けてス

ポーツマインド醸成を図る。

具体的取組

①自主事業 (ス ポーツ教室)の推進

②親子ふれあいスポーツ教室の実施



③チャレンジスポーツ塾の実施

④体力測定会の実施

⑤市民体育祭の委託事業実施

別紙「事業計画一覧参照」

(2)競技力向上事業の推進

競技力向上の為に、ジュニア層の育成を中心に佐世保市からの補助金を活用し

育成を図る。また、トップアスリー トを育成する為、一貫指導体市1が叫ばれてい

るが、当協会では一貫指導体制の確立のための考え方や体制 。拠点を整えるため

に競技団体に啓発を行う。また、国体に向けた強化策の実施を図る。

具体的取組

①一貫指導体制の啓発

②ジュニア層強化補助事業の実施

③大会誘致 (九州大会、全国大会)

④国体に向けた強化策の実施

⑤各種大会の支援

(3)ス ポーツ医・科学事業推進について

スポーツ医 。科学事業推進のため、加盟競技団体及び小学校 。中学校・高校

の指導者、一般の指導者を対象にスポーツ医・科学講習会や実技指導を実施す

る。

具体的取組

①スポーツ医・科学事業の県体協との連携

②スポーツ医・科学講習会の実施

③スポーツドクター協議会との連携

(4)指導者育成事業

地域でのスポーツ活動を活性化するため、多様なニーズに応えられる指導者

を育成する。

①公認スポーツ指導者資格取得補助の実施

②スポーツドクター資格取得補助の実施

③公認審判員の資格取得補助の実施

(5)県民体育大会派遣補助事業

広く県民各層のスポーツを振興して、その普及発展と競技力の向上を図り、

合わせて県民の健康を増進し、明朗な県民性を養うための大会として開催され

る「長崎県民体育祭」に、佐世保市を代表して出場する選手に対して交通費及

び宿泊費の一部を補助する。

(6)体育協会表彰

①佐世保市において長年スポーツに携わり普及。発展に功績のあったスポーツ



指導者や、地域で活動されスポーツ振興に功績のあった団体に対し表彰を行

つ。

②スポーツにおいて優秀な成績をおさめた個人及び団体に対し表彰を行う。

(7)広報活動事業

スポーツ情報の提供として佐世保市スポーツ情報サイ ト「PLAY!」 活用

し、各施設のイベント情報及び新たなスポーツ情報を発信し、スポーツ教室等

の広報活動を行いスポーツの普及推進を図る。また、当協会のスポーツ情報誌

体協だより「ダッシュ」を作成し、佐世保市民にスポーツ情報を提供する。

①ホームページ「PLAY!」 維持・管理・更新

②体協だより「ダッシュ」の発刊 (年 1回、13,000部 )

(8)自 主財源の確保

体育協会独自のイベントを推進するため、自主財源の確保策として「賛助会

員を募り」、「物品販売の促進」、「自動販売機設置」、「広告募集」等を行う。

具体的取組

①賛助会員募集

②物品販売の促進

③自動販売機設置

④広告募集

a.プログラム広告 (市民体育祭、体協表彰)

b.野球場広告

c.バナー広告

⑤炭酸カルシウムの販売

以  上



平成24年度 公益財団法人佐世保市体育協会 事業計画
大項 目 中 JIF目 ′1ヽ 項 目 説 明

1生涯スポーツ普及・振興事業 ¬)加盟競技団体種ロスポーツ教室 ①かけつこ教室(2期 )

②キッズバドミントン教室
③キッズソフトパレーボール教室
④キッズテニス教室(低学年)

⑤キッズテニス教室(高学年)

⑥初心者水泳教室(2期 )

⑦ステップアップ水泳教室
③エンジョイ水泳教室
⑨初心者太極拳教室(体育文化館)

⑩初心者太極拳教室(県立武道館)

①キッズハンドボール教室
⑫キッズサッカー教室(U8)

⑬キッズサッカー教室(U6)
①初心者アーチェリー教室
(新 )⑮初心者太極拳教室(南棟)

指定管理施設の空きスペースを活用し、各加
盟団体と共同で、スポーッ教室を開催

(2)B&G財団資格取得職員によるスポーツ教室・イベント Э水泳教室(初級)

②水泳教室(中 級)

③海洋生物観察教室
(新 )④ふれあいカヌーツーリング

小佐々地区の海洋・プール施設を活用に、水
にちなんだ事業を開催

(3)外 部講師委嘱スボーツ教室 3)初心者ビラティス教室
②ピラティス教室A
Эピラティス教室B
④エアロピ教室
Эピラティス&エアロ教室
⑥キッドビクス教室
Э健康教室

指定管理施設の空きスペースを活用し、外部
講師による加盟団体種日以外のスポーツ教
室を開催

(4)親子ら、れあいスポーツ教室 1日 のみ2時間程度のイベントとし、選択プロ

グラムを自由に選び、多くのスポーツを体験
し、親子で楽しい時間を共有できるよう、加盟
競技団体と協力し開催する。

(5)チャレンジスボーツ塾
(財 )佐世保市体育協会加盟の各競技団体の
協力を得て、小学生 (2～ 3年 )の児童を対象
に複数の種目を取り入れ、年間を通じて開催

(6)市 民体力測定会 20～ 79歳 の市民を対象に「新体カテストJの
測定会を実施(2回 )

(7)は じめての方のトレーニング教室 11月 の県民スボーツ月間に、県北トレーニン
グ室のはじめての利用者を対象に、トレーニ
′`グ卦室多PaR催

(8)各種調査事業 υ刀口盟競薇回杯の人 E」 調食
②加盟競技団体のサークル・クラブ調査

本市における体育・スボーツ活動の基礎資
料を得ることを目的として実施
※サークリレは、HPで照会する予定

(9)第 42回佐世保市民体育祭 (市委託事業)(県 体協補助事業 ) 10月 の第2日 曜日に総合開会式。役員・競技者で
毎年約9,000人 の参加がある。

(10)城 島健司スボーツ普及支援事業 (市委託事業 ) ジュニア (′ 1ヽ・中学生)のスポーツ大会開催補助 1競技団体5万 円の補助を4団 体に行う。

(11)市 体協表彰事業 (賛助 ) 体育功労表彰、スポーツ優秀賞 (個人・団体 )

社会体育優良団体

年1回 、2月 に功労者・団体と優秀な成績を
修めた個人・団体を表彰する



=ヌ
こエロロ 甲 瑣 日 ′卜I口 ‖ 言籠開

2競技力向上事業 (1)スポーツ普及振興事業 (市補助事業) ジュニア層の競技力向上事業 (13競技団体 )

特定競技強化事業 (1競技団体 )

強化練習会やスポーツ教室を年間を通して
事業について、1競技団体30万円の補助を
,舌 田l´ ヨ台イに葬得ら_

3指導者育成事業 (1)スポーツ普及振興事業 (市補助事業 ) 優秀指導者育成事業 (3競技団体 ) 管競硬国杯が、指導者・番判員の養灰を行つ

事業に、1競技団体10万 円の補助を行う。

(2)公認スボーツ指導者養成事業 (市補助事業)(賛助 ) 日杯協公認貧務取得者葡切
スポーッドクター資格取得助成
公認審判員の資格取得助成

新規の指導者資格・審判資格 (レベルアップ含む)

に対し、経費の一部を補助し、資格取得者の

増加につなげる。

4スボーツ医科学事業 1)研修会事業 スボーツ医科学・研修会 指導者等を対象にした専門家によるメンタル
トレーニングやスポーツドクターによるスポー
ツ障害の予防法に関する講義や実技研修
■スポーツ障害の予防、レジスタンストレー
メンタルトレーニング、スポーツ栄養等

5県民体育大会派遣補助事業 (1)派遣費補助事業 (市補助事業)(賛助 )

(2)参加料補助事業 (賛助 )

交通費・個涸賀葡助
参加料 (1人 500円 )補助

県民体育大会出場に伴う補助。

6自 主財源の確保 (1)賛助会費事業

(2)広告収益事業

(3)体協応援商品販売収益事業

(4)自 動販売機販売収益事業

(5)炭酸カルシウム販売収益事業

(6)補助金調査事業

①市民体育祭プログラム
②市体協表彰プログラム
(新 )③ HP「 PLAY!」 バナー広告

販売手数料収入

賛助会員の増強

広告。収入の増強
広告・収入の増強
HP「 PLAY l」バナー広告設置による収入増

体協応援商品の販売益金収入

市施設自販機設置による販売手数料収入

市指定管理施設での炭酸カルシウム販売益金収入

活用できる補助金の調査

7広報活動事業 (1)ホームページ:PLAY!」 管理・運営 υ佐世保市民及び佐世保市出身者の活ll■ 紹介
②体育協会イベントスケジュール
③スポーツ教室・協会主催事業の案内
④サークル案内
Э賛助会員並びに広告掲載の案内
⑥調査データ

ホームページによる広報活動

(2)体育協会情報誌発刊 (年 1回 ) スポーツ情報誌「PLAY!」 の廃止に伴い、
H23よ り体協単独で情報誌を発刊している。
130001椰

(3)イ ベント・教室チラシ発行事業 イベント・教室開催チラシの発行・配布

8スボーツ少年団事務局 1)スボーツ少年団事務局事業 υ理争会の開催
②県軟式野球交流大会プロック予選会開催
Эサマースポーツ交流会開催
Эボランティア活動開催
Э指導者研修会の開催
Э交流会・表彰式の開催
Э県・九州・全国各種交流大会・研修会への派遣
Э派遣補助事業
Эリーダー研修会の開催
⑩T・ ポロシャツ販売事業
の HPによる広 報 ,舌 動

不 司S・ 子冒導 者 協 議 芸・リーター去 の手 務 局 栗 務


