
 

 

令和３年度 公益財団法人佐世保市スポーツ協会 事業報告書 

 

（はじめに） 

公益財団法人佐世保市スポーツ協会は、令和３年４月１日に佐世保市スポーツ協会へと名称

変更を行い、改めて公益財団法人としての社会的役割を十分認識し、佐世保市におけるアマチュ

アスポーツの統一組織として、スポーツの振興及び佐世保市民の体位・体力の向上を図る等社会

体育の発展に寄与することを目的に、市や県の新たな施策やスポーツ振興策、利用者、関係団体

のニーズを把握しながら、各種事業を推進し、誰でも安心してスポーツに親しむことができる安

全な環境づくりに取り組み「生涯スポーツ」社会の実現に努めてまいりました。 

 

 令和３年度は、延期されていた東京 2020 オリンピック・パラリンピックと冬季北京オリンピ

ック・パラリンピックが約半年の短い期間で開催され、コロナ禍の中ではありましたが、スポー

ツ界が盛り上がりを見せた１年でした。 

また、施設管理運営においても、市施設及び県施設の利用者数は、令和２年度と比較し新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止のための休場日数は増えましたが、全体では持ち直し増加しま

した。これは、大会等専用利用が中止になった場合は、すぐに通常利用者に声掛けを行い練習利

用等に利用していただくなど当協会一丸となって対応を行った結果であります。 

  

 当協会では、利用者からの要望などに対応し、安全で快適な利用ができる施設にするため、休

場期間などを有効に活用して職員による修繕や作業を行い、よりよい施設管理を行いました。 

 新型コロナウイルス感染症対策としては令和２年度から引き続き、こまめな消毒・清掃作業の

徹底、飛沫防止シートや消毒液の設置、注意喚起張り紙、健康チェックシートの記入、利用制限

など様々な取り組みを行いました。 

 

 競技の面では、国民体育大会は２年連続中止となりましたが、インターハイ、全国中学大会な

どの全国大会、各種九州大会、県内・市内大会などは各競技団体が感染症拡大予防ガイドライン

に基づき、無観客などの規制がある中でも開催され、佐世保市選手の活躍も多い１年でした。 

また、競技力向上には、よき指導者の育成やジュニアから一般までの一貫した選手強化が重要

であることから、市の補助金や当協会賛助会費を活用し、ジュニア層の育成、特定競技選手強化

事業を実施するとともに、指導者の資格取得に助成することで競技力の向上に努めました。 

 

 なお、当協会の事業につきましては、令和３年度も中止や休止が多くありましたが、当該事業

の人数や内容等の精査と市内における新型コロナウイルス感染症の感染状況などを判断しなが

ら可能な限り実施するとともに、さらに新たな事業として「キッズ卓球教室」を開催しました。 

しかしながら県高総体や市中大会の総合開会式中止及び無観客での開催となったことから急

遽、「声援は送れなくてもメッセージで応援を。」ということで地元高校書道部が作成した応援メ

ッセージの掲示など少しでも選手の力になれるような事業を行いました。 

 

 

 



 

 

１．長崎県体育施設及び佐世保市体育施設管理運営業務 

これまでの指定管理者としての実績、経験を生かして、施設の一体的な管理運営を行い効率

化に努めました。また、スポーツ協会に加盟する３４競技団体と一丸となった事業の展開を図

ると共に、「いつでも、どこでも、誰でも、気軽に」利用できる、公共性を有した「夢と感動

を与える」施設として管理運営に邁進し、スポーツの普及・発展及び地域社会への貢献に努め

ました。 

 

（１）市及び県の指定管理者として法令等の遵守 

①関連する法令や条例及び施行規則等の主旨に基づき、施設の管理運営を行いました。 

    

②公益財団法人として、コンプライアンスを旨とし、公共性を確保し、事業を推進しました。 

    

③業務を通じた情報の守秘義務及び個人情報保護については、法令やスポーツ協会の定款・

規程等に基づき対応しました。 

 

（２）サービスの向上及び安全で快適な施設の提供と効率的な施設の運営 

①施設の開場日 

原則、年末年始（１２/２９～１/３）を除き開場しました。 

＊施設の改修・点検や職員の研修等で必要な場合、台風等自然災害時に利用者の安全確

保のため、市や県の許可を得て休場しました。 

＊新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため市や県の指示に従い休場しました。 

 

②施設の開場時間 

午前９時から午後９時３０分までを基本とし、大会等開催時は開場時間を早める等柔 

軟に対応しました。（コミュニティセンターホールは午後１０時まで） 

 

③利用者や地域の目線に沿った施設管理 

ア、利用者のモニタリング結果や、競技団体等の意見及び地域の方の意見を検証しな 

がら、施設の管理運営を行いました。 

イ、大規模な大会開催時は勿論、専用利用時は事前に主催者と協議し、地域、利用者 

及び観客等に支障が生じないように対応しました。 

ウ、利用者等とのトラブル対応は、利用者とのコミュニケーションに十分配慮し、謙 

虚な気持ちで聞き、丁寧に分かりやすく誠意を持って対応しました。 

 

④平等性の確保 

日程調整会や佐世保市公共施設予約システムを活用しながら公平・公正な施設の提 

供に努めました。 

 

 

 



 

 

⑤職員の資質及び施設管理の技術力向上 

ア、職員の資質や管理技術の向上を図るため、事業方針の確認や外部講師を招いての 

コミュニケーション・マナー講習、救命救急の研修などを実施しました。 

研修等内容 講師等 開催日 参加人数(人） 

事業方針説明、コミュニケーショ

ン・マナー講習、普通救命講習 

講習: ソシアル淳心フ

ァッションビジネス専

門学校、佐世保市消防局 

4月 20日 52名 

 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
  
       （コミュニケーション・マナー講習）              （普通救命講習） 
                          

 

イ、職員の業務に必要な資格を取得し、安全で快適な施設の提供に努めました。 

＊令和３年度 資格等取得状況  

資格・免許等 人数（人） 

甲種防火管理者 1 

蓄電池設備整備資格者 1 

 

ウ、施設休場期間や閑散期は、各施設でスポーツ協会職員による施設内の修繕・塗装・改

修等を多数実施しました。 

 

  

     

   

        ⇒          ⇒  

  

  

   （総合グラウンド野球場 外野ライン上人工芝を天然芝へ改修）            （武道館網戸設置） 

 

⑥管理施設の一体的な管理によるコスト縮減                

ア、清掃業務や警備業務等で令和３年度より長期契約（５年間）を行い、コスト縮減に繋

げました。 

イ、プール水質分析業務など複数の施設の業務発注を一括で行い、効率的な運用に努めま

した。 

ウ、人的及び機器の運用等について施設間の連携を図り、効率的に業務を遂行しました。 



 

 

⑦新電力会社活用による電気料金の削減 

管理施設の高圧及び低圧受電施設は、新電力事業者（長崎地域電力株式会社）を活用し、 

電気料金の削減に繋げました。 

 

⑧外部委託の考え方 

外部委託は、自家用電気工作物法定点検など発注をできるだけ一括化・集約化しました。 

また、佐世保市内業者の活用に努めました。 

 

⑨事故の未然防止（予防管理と危機管理の徹底） 

ア、施設や器具等の安全点検を励行することで現状把握を徹底し、危険箇所や器具の不 

備が判明したら迅速に対応し、事故の防止に努めました。 

イ、８月には大雨特別警報等の発令により、利用者の安全確保を優先し施設を臨時休場 

し、警報解除後は見回りを行い、安全を確認した後、施設開場を行いました。 

ウ、備品購入や施設改善が必要な状況については、市や県へ報告し、計画的な備品購入や 

施設改修を提案しました。 

 

（３）利用料金の設定 

 各施設の体育施設条例及び施行規則等に基づく利用料金を適用しました。 

 

（４）管理運営施設  

   スポーツ協会が管理運営した施設は、下表のとおりであり、業務の遂行にあたっては、効

率的な運用により事業収入を確保し、利用者が快適且つ安全に使用できる施設づくりを目

指して取り組みました。 

   施設管理の利用者目標としては、過去５年間の平均施設利用者の毎年２％増を目標値と

して掲げていました。しかし令和２年度に引き続き令和３年度も新型コロナウイルス感染

症の拡大防止のため休場や利用制限、大会中止などの影響で目標達成には至りませんでし

た。なお、令和３年度は、令和２年度より休場日数は増えたものの、人数は全体では増加し

ました。 

 

＊佐世保市体育施設利用者数目標値及び実績           （単位：人） 

施 設 名 令和2年度  実績 令和3年度 目標値 令和3年度 実績 達成率（％） 

体育文化館 76,651 187,541 84,262 44.9 

総合グラウンド 205,893 326,634 212,518 65.1 

北部ふれあいスポーツ広場 54,378 59,839 51,094 85.4 

小佐々地区体育施設 98,538 149,984 97,516 65.0 

合計 435,460 723,998 445,390 61.5 

  

 〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休場期間 

     令和３年８月２１日～９月２４日 



 

 

   〇総合グラウンドプールは、利用制限を行いながら８月２０日まで営業 

  

   〇大雨による警戒レベル４（避難指示）、レベル５（緊急安全確保）発令による休場日 

     令和３年８月１２日      一時（解除後、安全が確認され次第、開場した） 

         ８月１３日～１４日  終日 

         ８月１５日      一時（解除後、安全が確認され次第、開場した） 

 

  〇体育文化館（集会場）新型コロナワクチン接種会場期間 

     令和３年５月２２日～５月３１日 

６月１６日～６月２１日 

令和４年３月２２日～３月３１日 

 

＊長崎県体育施設利用者数目標値及び実績             （単位：人） 

施 設 名 令和2年度  実績 令和3年度 目標値 令和3年度 実績 達成率（％） 

武道館 34,709 60,326 43,023 71.3 

県北トレーニング室 24,905 48,350 21,926 45.3 

カヤックセンター  973 2,600 1,552 59.7 

合計 60,587 111,276 66,501 59.8 

    

〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う休場期間 

  令和３年８月２１日～９月２４日、令和４年１月２１日～２月２１日（県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室） 

  令和３年８月２２日～９月２４日、令和４年１月２１日～２月２１日（武道館） 

    令和３年８月 ７日～９月２４日 （カヤックセンター） 

    

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う時短営業（武道館・県北トレーニング室） 

    令和３年５月 １日～５月３１日、令和４年２月２２日～３月 ６日 

 

   〇大雨による警戒レベル４（避難指示）、レベル５（緊急安全確保）発令による休場日 

    令和３年８月１２日      一時（解除後、安全が確認され次第、開場した） 

        ８月１３日～１４日  終日 

        ８月１５日      一時（解除後、安全が確認され次第、開場した） 

 

①佐世保市体育施設 （令和３年度実績） 

施 設 名 区 分 日数 人数(人) 利用料(円) 

体育文化館 

大体育室 313 54,310 6,816,840 

コミュニティ 

センター 

集会場 309 23,269 2,543,280 

ホール 38 6,683 1,422,990 

小計(駐車場を除く) － 84,262 10,783,110 

駐車場（台数） － 45,911 16,290,260 



 

 

総合グラウンド 

庭球場 325 53,787 6,426,370 

プール 53 19,487 5,553,830 

陸上競技場 競技場 319 41,862 2,856,670 

スタンド 194 20,249 478,230 

運動広場 253 27,160 621,600 

アーチェリー競技場 283 1,397 201,970 

野球場（入場者含む） 244 19,852 3,020,440 

体育館 324 48,973 3,737,570 

小計（人数は陸上スタンド除く） － 212,518 22,896,680 

北部ふれあい 

スポーツ広場 

多目的運動広場 296 42,623 687,950 

テニスコート 292 4,219 518,840 

ゲートボール場 228 4,252 － 

小計 － 51,094 1,206,790 

小佐々地区 

体育施設 

小佐々海洋 

センター 

体育館 316 15,488 1,424,440 

プール 58 4,233 597,500 

小佐々海洋スポーツ基地 106 1,552 248,230 

小佐々中央 

運動広場 

グラウンド 229 35,500 747,120 

テニスコート 200 4,293 127,690 

小佐々スポーツセンター 320 28,817 2,937,400 

大悲観グラウンド 239 4,817 314,480 

大悲観テニスコート 178 2,816 164,440 

小計 － 97,516 6,561,300 

 合計 445,390 57,738,140 

 

②長崎県体育施設 （令和３年度実績）  

施 設 名 区 分 日数 人数(人) 利用料(円) 

武道館 

柔・剣道場 306 33,023 2,467,660 

弓道場 292 10,000 827,610 

小計 － 43,023 3,295,270 

県北トレーニング室 

トレーニング室 289 19,974 5,781,790 

クライミングウォール 289 1,952 － 

小計 － 21,926 5,781,790 

海洋スポーツ基地カヤックセンター 106 1,552 1,640 

 合計 66,501 9,078,700 

 

③その他の管理委託事業（令和３年度実績） 

施 設 名 区 分 日数 人数（人） 

学校運動場照明施設 春日小学校 58 1,545 

福石中学校 103 4,710 

清水中学校 134 4,938 

小計  11,193 

新公園テニスコート 109 676 

 合計 － 11,869 



 

 

２．スポーツの普及推進事業 

加盟競技団体と連携し、地域スポーツのニーズを把握しながらスポーツ教室等の事業を計画

して、スポーツ人口の拡大に努めました。 

 

（１）県民体育大会派遣補助事業  

長崎県民体育大会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

部並びに参加料の一部を助成しました。 

総合開会式は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となり、競技も１０競技が

中止となりました。                    

   ・期 日 令和３年１１月１３日(土)・１４日(日)他 

   ・会 場 競技：佐世保地区を中心に開催 

   ・参加者 １８競技  ５７４人（監督・選手） 

   ・助成金 １，２１６，０９０円 

（佐世保市 683,690円・スポーツ協会賛助会員会費 532,400 円） 

  

（２）佐世保市民体育祭開催  

市民総参加型のスポーツフェスティバルと位置づけられた佐世保市民体育祭は、佐世保 

市からの委託事業として自転車競技のみ５月９日に開催しました。 

１０月１０日に予定されていました総合開会式及びその他の競技は開催準備を進めて

きましたが、８月から新型コロナウイルス感染症状況が悪化し、感染症の拡大防止のため

９月１４日に大会中止が決定しました。 

 

（３）各種スポーツ教室・スポーツイベント・体力測定会の実施   

例年開催している各種スポーツ教室に加え、新たな種目として「キッズ卓球教室」を開

催し、市民、県民にスポーツの楽しさを感じてもらうことが出来ました。 

なお、新型コロナウイルス感染症の市内状況等を鑑み、一部の教室等で中止や休止等を行

いました。 

 

①スポーツ教室  （14種目 18教室） 

事 業 名 期 日 会場 対 象 日数 
参加人数 延人数

（人） 定員 実績 

かけっこ教室 

7月 

総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

  陸上競技場 
小学生 

2 60 49 94 

8月 1 60 47 47 

10月 1 60 25 25 

親子テニス教室 

5～7月 
総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ庭

球場 

小学生

の親子 

3 60 49 106 

12月 1 60   37 37 

太極拳教室 年間 ＊ 体育文化館 一般 28 15 6 118 



 

 

チャレンジ 

スポーツ塾 
年間 ＊ 

体育文化館 

カヤックセンター 

小学 2～

4 年 
20 24 12 188 

キッズハンド 

ボール教室 
【中止】 

体育文化館 

小学 3～

6 年 
0 30   

キッズソフト 

バレーボール教室 
【中止】 小学生 0 30   

親子バドミントン

教室 
【中止】 

小学生

の親子 
0 30   

わくわく★親子 
体操教室 

【中止】 

2 歳～未
就園児
とその
保護者 

0 40   

姿斉健康教室 年間 ＊ 小佐々ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 一般 28 15 15 224 

初心者水泳教室 

(幼児・小学生クラス) 
6月 

～ 

9月 

   ＊ 

小佐々海洋 

ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ 

年 中 ～

小学生 
3 30 27 63 

初心者水泳教室 

(小学生クラス) 
小学生 5 30 13 45 

わくわくピラティス教室 年間 ＊ 

武道館 

一般 28 15 6 89 

ニコニコピラティス教室 年間 ＊ 一般 28 15 5 80 

太極拳教室（入門クラス） 年間 ＊ 一般 32 15 15 307 

太極拳教室（初級クラス） 年間 ＊ 一般 32 15 15 408 

キッズ卓球教室 11 月～12 月 体育文化館 小学生 6 30 11 50 

ジュニア陸上強化

練習会 
【中止】 

総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

陸上競技場 
中学生 0 60   

こころとからだの 

健康づくり教室 

【中止】 武道館 一般 0 20   

（注）＊ 年間教室及び水泳教室の休止期間 

6月 4日～7月 12日、8月 6日～9月 24日、1月 21日～3月 6日 

 

   

 

   

  

 

 

（キッズ卓球教室）          （かけっこ教室）        （スポーツ塾・カヤック）  



 

 

②スポーツイベント・体力測定会等 

令和３年度は下記のイベント等を予定していましたが、参加人数や新型コロナウイルスの

感染状況に応じて、開催可否を判断しました。「スポーツの絵展示会」では、施設ロビーに

園児が書いた色とりどりの絵を展示し、施設を明るい雰囲気にすることが出来、また「県北

ウォークラリー大会」ではそれぞれが目標を持って取り組んでいただくことが出来ました。 

  

事 業 名 期日 会 場 対 象 
参加人数 

定員 実績 

キッズサッカー教室(Ｕ-6) 
11/7 

総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

 陸上競技場 

年少～年長 100 45 

キッズサッカー教室(Ｕ-8) 小学１～2 年 50 50 

北部ふれあい 
グラウンド・ゴルフ大会 

【中止】 
北部ふれあい
ｽﾎﾟｰﾂ広場 

一般   

市民体力測定会 【中止】 

総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
体育館 成年及び 

高齢者 
  

体育文化館 

親子ふれあいスポーツ教室 【中止】 
総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

野球場 
軽い運動が 
できる方 

  

あつまれ元気なこどもたち 12/18 体育文化館 
3 歳～小学校 
入学前の幼児 

150 67 

武道祭 【中止】 武道館 幼児～一般   

総合Ｇグラウンドゴルフ大会 【中止】 
総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

陸上競技場 
一般   

スポーツセンター杯 

バドミントンダブルス大会 
【中止】 

小佐々 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

バドミントン

愛好者 
  

少年剣道教室 【中止】 武道館 幼児～小学生   

親子室内サッカー教室 

【中止】 
総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

体育館 
幼児～ 

小学 1年生と 

その保護者 

  

【中止】 
小佐々 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
  

3/21 体育文化館 

幼児～ 

小学３年生と 

その保護者 

60 22 

キッズトランポリン体験会 【中止】 

体育文化館 

小学生   

防災講習会 【中止】 一般市民   

レクリエーション体験会 【中止】 一般市民   

ロビーコンサート 【中止】 
市民 

どなたでも 
  

スポーツの絵展示会 

8月～ 

10月 
体育文化館 園児、小学

生、中学生、

高校生等 

 34 

11月～

12月 

総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

体育館 
 71 



 

 

夏休み天体観測会 

【中止】 
総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

野球場 

親子ふれあい

スポーツ教室

参加者 

  

7/26 
小佐々 

海洋ｾﾝﾀｰ 
小学生 50 34 

キッズタグラグビー体験会 【中止】 
小佐々 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
小学生   

県北ウォークラリー大会 
1月 

～3月 

県北 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 
施設利用者  ― 

長崎県高等学校総合体育大会 

応援メッセージ掲示 
6月 大会会場施設 高校生等  ― 

 

  

 

  

  

   

  

                             

 

（県北ウォークラリー大会）     （夏休み天体観測会）         （スポーツの絵展示会） 

 

 

 

  

 

 

 

 

            （長崎県高等学校総合体育大会 応援メッセージ掲示） 

                  

 

③県民スポーツ月間協力事業 

事 業 名 期 日 会 場 対象 日数 
参加人数 
(人) 

初心者対象無料体験事業 11 月 県北トレーニング室 

初めて県北 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室を 

利用される方 

【中止】 

ジュニア層の強化事業 11 月 
武道館 

小・中学生 
1 85 

無料体験教室 11 月 小学生～一般 

 合 計 1 85 



 

 

④国際交流事業  

佐世保市の姉妹都市である韓国・坡州市の体育会加盟団体の会員と当協会加盟競技団体の 

会員とがスポーツを通して交流を行う事業で、今年度は坡州市から選手、役員、関係者の受

入れを予定していましたが韓国でも新型コロナウイルス感染症が流行しており協議の結果、

昨年度に引き続き２年連続で中止としました。 

  

（４）海洋性スポーツ事業の推進 

海洋スポーツ基地カヤックセンターを拠点として、海洋性レクリエーションなどの自然体

験活動を通して、時代を担う青少年等の健全育成及び健康づくりを目的とした公益財団法人

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（Ｂ＆Ｇ財団）事業及び海洋性スポーツの振興を

図るため各種事業を計画していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため海洋

クラブの活動以外は中止・不参加としました。 

また、海洋クラブでは、ヨットやカヌーに親しませることにより青少年の海洋性スポーツ

への意欲を促進させました。 

 

①海洋スポーツ  

事 業 名 期 日 会 場 対 象 回数 
延べ人数
(人) 

クリーンフェスティバル in
こさざ（佐世保市と共催） 【中止】 

海洋スポーツ基地
カヤックセンター 

幼児～高齢者  

海洋スポーツ体験会 【中止】 小学生～一般  

海洋クラブの運営 
4月～11月・
3月【6月～
9月中止】 

小学生・一般 
(海洋ｸﾗﾌﾞ員) 

13 38 

海のいきもの観察教室 【中止】 小学4～6年生  

B＆G 各種大会派遣 
【2021 障害者と健常者の 

ヨット大会】 

7 月 17 日 

18 日 

【不参加】 

大分県別府市 
海洋クラブ員 

職員 
（スタッフ） 

 

 

（５）スポーツ情報の発信  

佐世保市民スポーツ情報サイト「ＰＬＡＹ！」や当協会のスポーツ情報誌、佐世保市スポ

協だより「ダッシュ！」を活用し、各施設のイベント情報及び新たなスポーツ情報や今年度

も新型コロナウイルス感染症関連の休場案内、活動における注意事項なども積極的に発信し

ました。 

また、各施設に Facebook、Instagram、LINE公式アカウントなどを開設して、各施設の活 

動状況や空き情報などの情報発信を行いました。 

 

 

 

 



 

 

①ホームページ「ＰＬＡＹ！」の配信   URL：http://www.sasebosports.com/ 

掲載内容 

＊スポーツ教室・各種事業・イベント等の内容の情報提供 

＊市内体育施設の利用案内、利用予定等の情報提供 

＊加盟団体やスポーツ団体の紹介・事業案内、各種大会要項・結果報告 

＊スポーツ関連団体とのリンク、法人としての情報提供 

＊新型コロナウイルス感染症関連の情報提供 

月別閲覧 

件数 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

35,094 36,478 50,651 47,801 61,712 50,140 

577,887 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

52,644 53,479  47,453 35,180 45,330 61,925 

 

 ②佐世保市スポ協だより「ダッシュ！」の発行 

発行時期 配布方法 配布枚数（枚） 

3月 市内町内回覧、スポ協管理体育施設、競技団体など 13,000 

 

③広報誌やチラシの発行  

事 業 名 発行日 配布方法 配布枚数（枚） 

教室等募集 

チラシ 

5月、7月 小学校全校児童へ配布 27,786 

7月、1月 
教室・イベント開催施設近隣小学校
児童へ配布 

11,533 

11月 

12月 

2月 

教室・イベント開催施設近隣幼稚園
園児へ配布 

3,223 

 

３．競技力向上推進事業及び助成事業  

競技指導者の育成及びジュニア層の育成や選手強化を図るため、佐世保市からの支援及び賛

助会費を活用し、各種競技力向上事業を実施し、競技力向上の充実を図りました。なお、新型 

 コロナウイルス感染症の拡大防止のため事業の中止等がありました。 

 

（１）優秀指導者育成事業 

加盟競技団体が指導者や学校関係者等に行う講演会や実技講習会の実施や先進地視察に

対し助成する事業ですが、令和３年度については各団体において実施がなく、助成の実績は

ありません。 

 

（２）ジュニア層の競技力向上事業  

   競技者の底辺拡大及び競技力向上を目的とした加盟競技団体が企画及び実施するジュニ

ア層競技力向上のスポーツ教室や強化練習会に対し助成を行いました。 

   なお、今年度も新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、事業の一部中止などがあ

りました。 

http://www.sasebosports.com/


 

 

＊令和３年度 交付実績（佐世保市補助金） 

競技団体名 期 日 内 容 等 金額（円） 

佐世保市空手道連盟 6月～3月 強化練習会 82,000  

佐世保市ソフトテニス協会 7月～12月 強化練習会 49,000  

佐世保市体操協会 6月～3月 スポーツ教室 135,000  

佐世保市アーチェリー協会 6月～3月 強化練習会 16,000  

 合 計 282,000  

 

（３）特定競技選手強化事業 

   競技力の向上を目的として、加盟競技団体に対し助成を行いました。 

   なお、令和３年度も新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、事業の一部中止など

がありました。 

 

＊令和３年度 交付実績（佐世保市補助金） 

競技団体名 期 日 内 容 等 金額（円） 

佐世保市陸上競技協会 6月～1月 強化練習会・遠征強化 114,000  

佐世保柔道協会 6月～3月 強化練習会・遠征強化 236,000  

 合 計 350,000  

 

（４）加盟競技団体独自の競技力向上事業 

   加盟競技団体独自の競技力向上を目的として行われる事業に対し、スポーツ協会賛助会

員会費より助成を行う事業ですが、令和３年度については各団体において実施されなかった

ので助成の実績はありません。 

 

（５）公認スポーツ指導者養成事業  

「公認スポーツ指導者資格」の取得について、申請し認定された取得者に対して加盟競

技団体を通じて佐世保市の補助金及びスポーツ協会賛助会員会費を活用し経費の一部を助

成しました。 

  

＊令和３度 交付実績  

区   分 人数(人) 金 額（円） 

公認指導者の資格取得 25 
佐世保市補助金 287,200 

スポーツ協会賛助会員会費 54,300 

 

（６）スポーツ医科学推進事業  

   スポーツ医科学に関する啓発活動や情報提供として加盟競技団体や小・中学校及び高校

の指導者、一般の指導者、保護者を対象に実技指導を中心とした研修会を令和４年３月６日 

  に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止としました。 

 

 



 

 

（７）城島健司スポーツ普及支援事業  

スポーツの普及推進のため子ども達が参加するジュニア対象の競技大会開催に対し支援

を行うもので、この支援事業の目的に合致する大会を開催する加盟競技団体に助成しました。 

令和３年度は当初４大会の予定でしたが、３大会が新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため中止となりました。 

＊令和３年度 交付実績 

競技団体名 期日 大会名 金額（円） 

佐世保市ソフトテニス協会 12月 11日 
第 37回 県北地区中学生選抜 

ソフトテニス大会 
50,000  

 

（８）全国大会、九州大会等開催助成  

   加盟競技団体が主催及び共催並びに主管し、市内で開催される九州大会規模以上の大会

等に対し助成する事業ですが、令和３年度については大会等が実施されなかったため助成

の実績はありません。 

 

（９）大会開催助成 

   スポーツ協会賛助会員会費より加盟競技団体が競技力向上や普及を目的に開催する大会

に対して助成を行うもので、令和３年度は２団体へ助成を行いました。 

＊令和３年度 交付実績（賛助会員会費） 

競技団体名 期 日 大 会 名 金額(円) 

佐世保市 

ゲートボール協会 

10月 15日 
11月 8日 
12月 14日 

（公財）佐世保市スポーツ協会杯 
ふれあいゲートボール大会 

50,000 

佐世保市 

エアロビック連盟 
 3月 21日 

（公財）佐世保市スポーツ協会杯 
 エアロビック＆ダンスフェスティバル 

 50,000 

 
 

４．スポーツの奨励推進事業 

（１）スポーツ協会表彰事業 

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優秀な成績をおさめた

市内の個人及び団体に対し表彰を行いました。 

なお、表彰式は令和４年２月２４日開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大 

防止のため中止とし表彰盾・プログラムは受賞者へ送付しました。 

 

・スポーツ功労賞     3人 

・スポーツ優秀賞  個人 18人、2団体 

・スポーツ優良団体    1団体 

 

 



 

 

５．その他の事業 

（１）公益目的補助事業及び利用者の利便性向上事業 

   賛助会員や広告募集の拡大に努めるとともに、指定管理施設における利用者の利便性を 

向上させる事業として物品の販売を実施し、サービスの向上に努めました。 

   令和３年度は、管理施設の４か所（体育文化館、総合グラウンド体育館・庭球場、武道館） 

に利用者用無料 Wi-Fiの設置を行い、大会運営等に活用いただきました。 

 

①広告募集 

区  分 件数 収入額（円） 

野球場ラバーフェンス広告掲示 7 1,452,010  

ホームページバナー広告 1 48,000  

計 1,500,000 

  （野球場ラバーフェンス広告） 

   

 

②物品販売実績  

物 品 名 個 数 収入額（円） 

ライン用炭酸カルシウム 426袋 450,420  

そうめん販売  515個 1,158,750  

計 1,609,170 

 

（２）スポーツ協会組織の運営及び活性化 

〇会議の開催  

①理事会 

会議名 期 日 議事事項 会 場 結果 
出席 
人数 

第 1 回 
通常理事会 

5 月 13 日 

≪議案≫ 
・令和 2 年度事業報告について 
・令和 2 年度収支決算について 
・公益財団法人佐世保市スポーツ協会役・職員
倫理規程の制定について 

・令和 3 年度第 1 回定時評議員会の開催につ
いて 

≪報告≫ 
・令和 2 年度収支予算の流用について 
・令和 2 年度収支予算の補正について 
・令和 3 年度スポーツ普及振興補助金の決定
について 

中部地区コ

ミュニティ

セ ン タ ー 

研修室 

承認 7 名 



 

 

第 1 回 
臨時理事会 

10 月 7 日 

≪議案≫ 
・公益財団法人佐世保市スポーツ協会就業規
則の改正について 

≪報告≫ 
・令和 3 年度収支予算の補正について 
・会長（代表理事）、業務執行理事の報告につ
いて 

書面決議 承認 - 

第 2 回 
臨時理事会 

2 月 13 日 

≪議案≫ 
・短時間労働職員就業規則の改定について 
・令和 3 年度佐世保市スポーツ表彰について 
≪報告≫ 
・会長（代表理事）・業務執行理事の報告につ
いて 

書面決議 承認 - 

第 2 回 
通常理事会 

3 月 18 日 

≪議案≫ 
・令和 4 年度事業計画(案)について 
・令和 4 年度収支予算(案)について 
・令和 3 年度第 1 回臨時評議員会の開催（案）
について 

≪報告≫ 
・令和 3 年度収支予算の補正について 

体育文化館 

会議室 
承認 7 

 

②評議員会 

会議名 期 日 議事事項 会 場 結果 
出席 
人数 

第 1 回 
定時評議員会 

5月 28日 

≪議案≫ 
・令和 2 年度事業報告について 
・令和 2 年度収支決算について 
≪報告≫ 
・公益財団法人佐世保市スポーツ協会役・ 
職員倫理規程の制定について 

中部地区コ

ミュニティ

セ ン タ ー 

研修室 

承認 16 

第 1 回 
臨時評議員会 

3月 29日  
≪議案≫ 
・令和 4 年度事業計画(案)について 
・令和 4 年度収支予算(案)について 

中部地区コ

ミュニティ

セ ン タ ー 

研修室 

承認 12 

 

③競技部会  

会議名 期日 議事事項 会場 
出席 
人数 

第 1 回競技部会 7 月 27 日 
・佐世保市民体育祭について 
・親子ふれあいスポーツ教室について 
・役・職員倫理規定について 中部地区 

コミュニティ

センター 

研修室 

28  

第 2 回競技部会 3 月 28 日 
・令和 3 年度事業報告について 
・令和 4 年度事業計画（案）について 

30  

 



 

 

④専門委員会  

会議名 期日 議事事項 会場 
出席 
人数 

第 1 回 
競技力向上・ 
医科学委員会 

4 月 26 日 

・委員長・副委員長の選出について 
・令和 3 年度スポーツ普及振興事業について 
・令和 3 年度城島健司スポーツ普及支援事業 
について 

・令和 3年度地域生涯スポーツ指導者研修講座 
 について 

体育文化館 
 
会議室 

9  

第 1 回 
総務委員会 

1 月 13 日 
・令和 3年度(公財)佐世保市スポーツ協会表彰
について 

・スポ協だより“ダッシュ!!”作成について 
10  

 

⑤賛助会員の募集  

賛助会員 

団体 98団体 1,214,000円 

個人 96人 197,000円 

計 1,411,000円 

 

（３）スポーツ少年団育成事業(事務局)  

  スポーツ少年団の団員加入促進と単位団の拡充を図りました。 

 

①主催事業 

事  業  名 期 日 会  場 
参加人数
(人) 

佐々・佐世保地区スポーツ少年団 
軟式野球交流大会 

5 月 22 日 吉井北部運動広場   136 

スポーツ少年団指導者研修会 2 月 26 日 
オンライン開催 

（役員以外は動画視聴により受講） 
45 

サマースポーツ交流会 【中止】 小佐々海洋スポーツ基地  

ボランティア活動 11月20日 えぼし岳高原リゾートスポーツの里 129 

スポーツ少年団表彰式 

＊表彰式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため中止し、表彰楯を送付しました。 

【中止】 佐世保市立春日小学校 体育館  

優秀団員賞   14 名  スポーツ優秀賞   0 人※ 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため対象の大会

が行われなかったことにより、該当者なし。 

  

②派遣事業 

  ア、県予選会・県交流大会 3種目（軟式野球・ソフトボール・剣道） 

イ、九州及び全国交流会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止となりまし

た。 

  

 

 



 

 

③広報活動 

ア、加入促進リーフレット配布 

発行日 配布枚数（枚） 配布方法 

５月 440 市内小学校４４校に配布 

 

  イ、ホームページ「PLAY!」新着記事更新 

 

ウ、オリジナル Tシャツ・ポロシャツ販売 

物品名 販売実績 収益額（円） 

オリジナルＴシャツ  ８４枚 
 82，810 

オリジナルポロシャツ １４３枚 

 （収益金はスポーツ少年団表彰の表彰楯の購入に充てるなどし、事業に還元しました。） 

 

（４）地域社会への寄与 

①小柳賞佐世保シティロードレース大会実行委員会への参画・運営協力 

    令和４年１月９日開催予定の大会はオンライン開催となりました。本協会は実行委員 

会の一員として大会案内広報（HP「PLAY!」に掲載。スポ協管理施設でのちらし設置な

ど）を行いました。 

   

②中学校体育大会への運営協力 

佐世保市中学校体育大会の実施会場として協力しました。なお、総合開会式は中止とな

りました。 

 

  ③環境に配慮した施設管理 

   ア．クリーンフェスティバル in こさざは中止としましたが、日頃から施設周辺の海岸 

を清掃することにより海辺の環境保全に寄与しました。 

   イ．地域の方々に喜んで頂けるよう花壇やプランターに色とりどりの花を植えました。 

   ウ．利用者や周辺住民の方に少しでも快適に過ごしていただけるよう、施設周辺及び河川 

のごみ拾いを実施しました。 

 

④「こども１１０番の家」登録による子ども達の保護 

   管理施設すべてが、「こども１１０番の家」の登録を行っております。幸いなことに、子 

ども達の一時的保護等の実績はありませんでしたが、今後も見守りを続けていきます。 

 

⑤地域社会・教育活動等支援 

   市内学校教諭の社会体験研修や中学校の職場体験及び高等学校のインターンシップ受け 

  入れを行いました。 

 

 

 



 

 

＊令和３年度の実績 

学校名 受け入れ施設 人数（人） 

佐世保特別支援学校（教諭） 

総合グラウンド 各施設 

１ 

鹿町工業高等学校（教諭） １ 

佐世保特別支援学校（高等部） ８ 

鹿町工業高等学校 ５ 

九州文化学園高等学校 ３ 

中里中学校 ５ 

清峰高等学校 体育文化館 ４ 

 

 

 

 

 

 

  

                         （佐世保特別支援学校） 

 

⑥長崎県スポーツコミッションへの参画・活用  

   長崎県が進めている大会や合宿などの誘致について、市や県、観光連盟や競技団体と連携 

しながら長崎県スポーツコミッションに参画するとともに、令和４年２月２５日にスポーツ 

コミッション主催の勉強会へ参加をしました。 

 

⑦指定管理施設の無料開放及び割引対応 

   ア、総合グラウンドプールの園児や児童等への無料開放 

地域社会への寄与として、子ども達が水に親しむ機会をつくり、幼稚園や保育所の園児、 

   特別支援学校の児童や生徒を対象に、指定管理施設の総合グラウンドプールを当協会が

入場料を負担し、１人１回無料で利用していただきました。 

 

期  日 人数（人） 負 担 金 額 

令和 3年 6月 28日 ～ 7月 15日 
＊夏休み前の火・土・日・祝以外の平日 

1,187 181,400円 

  

イ、県立武道館の小中学生への無料開放 

    スポーツ、武道に親しむ機会をつくるため、県内の小学生、中学生を対象に県立武道館 

を無料開放しました。 

期  日 人数（人） 

令和 3年 4 月 1日 ～ 令和 4年 3月 31日 
  の毎週土曜日。1人 1回 2時間を無料で開放 
＊専用使用利用日、夏休み等学校休業期間を除く 
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⑧企業対抗運動会 

    佐世保市内にある企業、団体を対象に、職員間及び企業・団体間の親睦・結束を図る目

的に、「第４回企業対抗ふれあい大運動会」を令和３年１０月１７日に開催する予定でし

たが新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、参加者の安全を考慮し中止としまし

た。 

   

 ⑨相浦地区「精霊流し」への協力 

    令和元年度から総合グラウンド陸上競技場駐車場において開催されています、相浦地

区自治協議会主催の「精霊流し」に対し、令和３年度も引き続き協力を行いました。 

     令和 3 年度の入場者数：2,801 人 

 

  ⑩中部地区自治協議会行事への施設利用料金免除措置  

    中部地区自治協議会が主催する行事にかかる体育文化館駐車場利用料金を、年間２０

０台までを上限に免除しました。 

 

（５）Ｂ＆Ｇ財団事業 

海洋スポーツ基地カヤックセンターや海洋センター体育館を拠点に、公益財団法人ブルー

シー・アンド・グリーンランド財団（Ｂ＆Ｇ財団）の関連事業を推進しました。 

 

①海洋性スポーツ事業  

ア、海洋クラブの運営 

   カヤックセンターオープン期間中の土・日・祝と夏休み期間中にヨットやカヌーに親 

しませることにより海洋スポーツへの意欲を促進させました。 

 

②その他の関連事業  

事 業 名 期 日 会 場 対 象 日数 
延べ人数 
(人) 

水泳出前教室 【中止】 
該当小学校 

プール 

小佐々地区近隣

の小学校 
  

水辺の安全教室 【中止】 
小佐々海洋 

センタープール 

初心者水泳教室

参加者 
  

B&G 会長杯争奪ミニバレー 

ナイターリーグ 
【中止】 

小佐々海洋 

センター体育館 

小佐々地区近隣   

B&G 会長杯争奪 

少年剣道大会 
【中止】 

佐世保、平戸、

松浦、佐々地区 
  

B＆G 水辺の安全「フォロー

アップセミナー」 
2 月 18 日 オンライン 指導者 1 1 

以  上 


