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平成２９年度 公益財団法人佐世保市体育協会 事業報告書 

 

（はじめに） 

公益財団法人佐世保市体育協会は、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。 

  

 市施設管理運営においては、利用料は予算計上額を上回る収益となりました。また、県施設に

おいても近年の県民の健康志向などもあり、特に長崎県立総合体育館県北トレーニング室は利

用者数及び収益とも大幅な増加となりました。 

 当協会では例年１２月に当年度の収支の見込み額を算出しており、平成２９年度は、収益が見

込める施設において全体で３，０８０千円の増額の補正予算を編成し、利用者からの要望などに

対応するための安全で快適な利用ができる施設にするため、プールフード弁及び配管取替工事

などの施設修繕を実施しました。 

 

 競技力の面では、団体で、佐世保工業高等専門学校陸上部女子及び長崎国際大学女子アーチェ

リー部の全国大会優勝があり、個人で、国際大会にバスケットボール競技で江村優有選手（広田

中）がＵ-１６女子アジア選手権の日本代表（チーム唯一の中学生）として出場し準優勝、ソフ

トボール競技で廣川颯汰選手（広田中）がアジア男子ジュニアソフトボール選手権大会に日本代

表の副主将として出場し、優勝するなどジュニア層の若い力が躍動しました。子ども達に夢を与

えるこれらの活躍には、よき指導者とジュニアから一般までの一貫した選手強化が重要であり、

市の補助金や賛助会費助成を活用し優秀指導者育成、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研修会や講演会を行うなど競技力の向上に努めました。このように、日頃の

加盟競技団体の継続的な取組と長年の助成事業の実施により成果が出てきていると思われます。 

 

 今年度は従来の事業の継続に加え、北部ふれあいスポーツ広場での初の自主事業「北部ふれあ

いグラウンド・ゴルフ大会」や、体育文化館で幼児対象のスポーツレクリエーション「あつまれ

元気なこどもたち」の開催など新たな試みを行いました。また、オリンピアンや元日本代表選手

が講師として指導する「SOMPO ボールゲームフェスタ in 佐世保」は（一社）日本トップリーグ

機構との共催事業として多くの皆様へ当協会のアピールができたと考えております。また、指導

者向けの講演会としてバレーボール全日本女子代表前監督の眞鍋政義氏を講師に、「逆転発想の

勝利学～チームのスイッチを入れる～」と題して講演していただき、経験をふまえた貴重な話を

聞くことができました。 
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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、体育協会に加盟する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）県及び市の指定管理者として法令等の遵守 

   ・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。 

   ・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、法令や体育協会の規則等に

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・点検及び職員の研修等で必要な場合のみ、県や市の許可を得て休場しまし

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柔軟に対応し

ました。 

 

③利用者や地域の目線に沿った施設管理 

   ・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。 

   ・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。 

・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 

・日程調整会や予約管理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 

・職員の資質や管理技術の向上を図るため、指定管理者制度の基礎知識についての研修 

を実施しました。 

    ＊職員研修実施状況  

研修等内容 講師等 開催日 参加人数 

事業方針説明及びＡＥＤ講習 AED:佐世保市消防局 4 月 18日 50名 

指定管理者制度の基礎知識 
株式会社指定管理者 
情報センター 

1 月 16日 49名 
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・職員の業務に必要な資格取得を積極的に推進し、安全で快適な施設の提供に努めました。    

＊平成２９年度資格等取得状況  

資格・免許等 人数 

プール施設管理士 1名 

プール衛生管理士 2名 

上級体育施設管理士 1名 

体育施設管理士 1名 

体育施設運営士 1名 

蓄電池設備整備資格者 1名 

防火対象物点検資格者 1名 

防火管理者 1名 
 

・環境美化整備作業が軽減される期間は、体育協会職員による総合グラウンド入口看板作

製や靴箱作成、階段ステップタイル補修など施設内の簡易な修繕・溶接・塗装等を実施

しました。 

 

 

 

 

⑥管理施設の一体的な管理によるコスト縮減 

・プール水質分析業務や消火器購入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。 

・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 

・管理施設の高圧受電施設は、新電力事業者を活用し削減に努めました。低圧受電施設に

ついては現在、検討中です。 

 

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。 

 

⑨事故の未然防止（予防管理と危機管理の徹底） 

・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。 

・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規則等に基づく利用料金体系を適用しました。 
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（４）管理運営施設  

   体育協会が管理運営した施設は、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。 

   施設管理の目標としては、過去５年間の平均施設利用者の２％増を目標値として掲げ、管

理運営を行いました。県施設の長崎県立総合体育館県北トレーニング室では目標値を大幅

に上回ることができ、また、市体育施設においても、全体で９８.７％の達成率となり、目

標には及びませんでしたが、昨年度の達成率９７.１%は上回ることができました。 

   なお、利用料金収入は全体で予算計上額を上回り増収となりました。 

  

＊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 平成23～27年度平均 平成29年度目標値 平成29年度実績 達成率（％） 

体育文化館 161,437 171,600 159,066 92.7 

総合グラウンド 344,301 358,000 331,080 92.5 

北部ふれあいスポーツ広場 58,080 60,400 73,766 122.1 

小佐々地区体育施設 122,667 127,500 144,244 113.1 

合計 686,485 717,500 708,156 98.7 

 

 

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

施設名 平成23～27年度平均 平成29年度目標値 平成29年度実績 達成率（％） 

武道館 62,275 64,700 61,038 94.3 

県北トレーニング室 38,945 50,400 58,005 115.1 

カヤックセンター 2,044 2,100 2,640 125.7 

合計 103,264 117,200 121,683 103.8 

 

 

① 佐世保市体育施設 （平成２９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 354 91,798 6,637,710 

コミュニティ 

センター 

集会場 346 33,700 3,580,240 

ホール 92 33,568 4,975,510 

小計(駐車場を除く) － 159,066 15,193,460 

駐車場 － 72,508 24,320,840 

 

 

総合グラウンド 

 

 

 

庭球場 355 66,305 7,477,220 

プール 70 62,242 18,803,050 

陸上競技場 競技場 306 57,790 2,575,940 

スタンド 289 38,580 854,640 

運動広場 299 40,903 786,640 

アーチェリー競技場 290 1,660 200,410 

野球場 191 42,724 3,785,290 

体育館 357 59,456 4,706,340 

小計（人数は陸上スタンド除く） － 331,080 39,189,530 
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北部ふれあい 

スポーツ広場 

多目的運動広場 331 62,222 810,960 

テニスコート 285 5,503 524,940 

ゲートボール場 248 6,041 － 

小計 － 73,766 1,335,900 

小佐々地区体育施設 

小佐々海洋 

センター 

体育館 356 13,264 1,374,790 

プール 106 8,839 818,730 

小佐々海洋スポーツ基地 128 2,640 453,510 

小佐々中央 

運動広場 

多目的広場 300 48,633 958,170 

テニスコート 287 8,675 183,620 

小佐々スポーツセンター 357 53,150 4,008,930 

大悲観グラウンド 269 5,504 287,240 

大悲観テニスコート 219 3,539 142,560 

小計 － 144,244 8,227,550 

 合計 708,156 88,267,280 

 

 

② 長崎県体育施設 （平成２９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 357 48,016 3,522,640 

弓道場 353 13,022 1,123,580 

小計 － 61,038 4,646,220 

県北トレーニング室 

トレーニング室 354 46,960 14,860,740 

クライミングウォール 351 11,045 － 

小計 － 58,005 14,860,740 

海洋スポーツ基地カヤックセンター 128 2,640 9,100 

 合計 121,683 19,516,060 

 
 
 

   ③ その他の管理委託事業（平成 29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 117 2,579 

福石中学校 61 2,682 

清水中学校 135 5,970 

小計 － 11,231 

新公園テニスコート 282 3,144 

 合計 － 14,375 

 
 

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。 
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（１）県民体育大会派遣補助事業 

長崎県民スポーツ祭に佐世保市を代表して出場する選手に対して、交通費及び宿泊の一部

並びに参加料を助成しました。 

  ・期 日 平成２９年１１月１１日(土)・１２日(日)他 

  ・会 場 総合開会式：長崎県立総合体育館 

サブアリーナ（長崎市） 

          競技：長崎地区を中心に開催 

  ・参加者  ２７競技  ８２７人 

  ・助成金  ３，００４，４４０円 

    （佐世保市 1,936,390円  体協賛助会費 1,068,050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を、佐世保市からの 

委託事業として計画どおり開催しました。 

 

競技種目 期 日 会 場 
参加人数 
（人） 

総合開会式 10月 8日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 陸上競技場 2,839 

バレーボール 10月 8日(日) 
日野中学校 体育館 

185 
清水中学校 体育館 

バスケットボール 10月 8日(日) 小佐々ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 238 

ハンドボール 10月 21日(土)・22日(日) 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 体育館 280 

ソフトボール 

10月 8日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 運動広場 

678 10月 9日(月)・14日(土) 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 

11月 5日(日) もみじヶ丘 中央公園 

バドミントン 10月 8日(日) 体育文化館 大体育室・集会場 400 

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 10月 8日(日) 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 ﾗｸﾞﾋﾞｰｻｯｶｰ場 93 

軟式野球 

10月 7日(土)・8日(日) 

10月 9日(月)・14日(土) 

10月 22日(日)・29日(日) 

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 

総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ野球場 

吉井野球場  

1,270 

ソフトテニス 10月 8日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 庭球場 314 

テニス 10月 9日(月) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 庭球場 178 

サッカー 

10月 1日(日)・7日(土) 

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 ﾗｸﾞﾋﾞｰｻｯｶｰ場 

1,373 

北部ふれあいｽﾎﾟｰﾂ広場 

小佐々中央運動広場 

10月 8日(日) 
北部ふれあいｽﾎﾟｰﾂ広場 

小佐々中央運動広場 

10月 9日(月) 

総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 運動広場 

小佐々中央運動広場 

東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 ﾗｸﾞﾋﾞｰｻｯｶｰ場 
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卓球 10月 8日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 体育館 294 

柔道 10月 8日(日) 武道館 柔道場 328 

弓道 
10月 8日(日) 

武道館 弓道場（近的） 

185 旧花園中学校 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(遠的) 

10月 12日(木)・29日(日) 武道館 弓道場 

剣道 10月 7日(土) 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 体育館 296 

陸上競技 10月 8日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 陸上競技場 604 

水泳 10月 9日(月) 温水ﾌﾟｰﾙ 506 

体操 10月 7日(土) 体育文化館 大体育室 170 

山岳 10月 15日(日) 
九十九島ﾊﾟｰﾙｼｰﾘｿﾞｰﾄ大芝生広

場～春日第２公園 
41 

アーチェリー 10月 8日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｱｰﾁｪﾘｰ場 34 

自転車競技 5月 21日(日) 佐世保競輪場 56 

ホッケー 10月 1日(日) 佐世保青少年の天地 70 

空手道 10月 8日(日) 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 体育館 454 

クレー射撃 10月 8日(日) 長崎ｸﾚｰ射撃場 24 

ボウリング 10月 8日(日) 佐世保ﾗｯｷｰﾎﾞｳﾙ 89 

ゲートボール 10月 8日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 85 

少林寺拳法 10月 8日(日) 日野小学校 体育館 102 

グラウンドゴルフ 10月 9日(月) 北部ふれあいｽﾎﾟｰﾂ広場 391 

武術太極拳 10月 9日(月) 武道館 剣道場 220 

ダンススポーツ 10月 29日(日) 市民文化ﾎｰﾙ 176 

 合計（総合開会式を除く） 9,134 

 

 

（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、今年度は３つの新規イベント（北部ふれあい

グラウンド・ゴルフ大会、あつまれ元気なこどもたち、SOMPO ボールゲームフェスタ in 佐

世保）と眞鍋政義氏講演会を開催し、多くの市民、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（かけっこ教室）            （キッズサッカー教室）        （少年剣道体験教室） 
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①スポーツ教室   12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 
7～8月 陸上競技場 小学生 4 60 59 192 

10～12月 陸上競技場 小学生 4 60 68 193 

キッズサッカー教室(Ｕ-6) 11 月 陸上競技場 4 歳～年長 1 100 19 19 

キッズサッカー教室(Ｕ-8) 11 月 陸上競技場 小学１～2年 1 100 31 31 

親子テニス教室 
6～9月 総合 G庭球場 小学生・一般 5 60 80 216 

1～3月 総合 G庭球場 小学生・一般 5 60 38 104 

太極拳教室 年間 陸上競技場南棟 一般 48 20 6 247 

太極拳教室 年間 体育文化館 一般 48 20 6 257 

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 48 24 21 481 

キッズハンドボール教室 9～10 月 体育文化館 小学 3～6年 6 30 13 74 

キッズソフトバレーボール教室 12～1 月 体育文化館 小学生 6 30 16 81 

キッズバドミントン教室 3 月 体育文化館 小学 3～6年 6 30 17 91 

姿勢健康教室 年間 
小佐々 
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

一般 48 20 19 400 

初心者水泳教室 
(幼児・小学生クラス) 

6～9月 
小佐々海洋 
ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ 

４歳～小学生 17 30 27 406 

初心者水泳教室 
(小学生クラス) 

6～9月 
小佐々海洋 

ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ 
小学生 33 30 29 762 

少年剣道体験教室 
7～8月 武道館 幼児～小学生 2 60 17 17 

3 月 武道館 幼児～小学生 1 60 7 7 

わくわくピラティス教室 年間 武道館 一般 48 16 9 198 

ニコニコピラティス教室 年間 武道館 一般 48 16 6 235 

太極拳教室(入門クラス) 年間 武道館 一般 48 20 7 255 

太極拳教室(初級クラス) 年間 武道館 一般 48 20 18 599 

 合 計 475 866 513 4,865 

 

②スポーツイベント・体力測定会等  

 

 

 

 

   

 

（あつまれ元気なこどもたち）     （眞鍋政義氏講演会）        （SOMPO ボールゲームフェスタ）                                

事 業 名 期 日 会 場 対象 日数 
延べ人数 
(人) 

親子ふれあいスポーツ教室 8月 19日 総合グラウンド野球場 親と子 １ 224 

北部ふれあいグラウンド・ 
ゴルフ大会 

9月 24日 北部ふれあいスポー 
ツ広場多目的広場 

3 世代 1 65 
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市民体力測定会 
9月 16日 体育文化館 

一般 
１ 32 

9月 29日 総合グラウンド体育館 １ 12 

あつまれ元気なこどもたち 9月 24日 体育文化館 親と子 1 58 

バレーボール全日本女子代表 
前監督眞鍋政義氏 講演会 

題名「逆転発想の勝利学～チーム
のスイッチを入れる～」 

2 月 3 日 
コミュニティセンタ

ーホール 
市民 1 200 

SOMPO ボールゲームフェスタ 
in 佐世保 

3月 25日 体育文化館 
幼児～ 
小学生 

・保護者 
1 204 

 合 計 7 795 

③スポーツ県民月間協力事業 

事 業 名 期 日 会 場 対象 日数 
延べ人数 
(人) 

はじめての方のトレーニング教室 11月・土曜 県北トレーニング室 高校生以上 ４ 14 

空手道強化練習会並びに無料体験教室 11月 18日 武道館 小・中学生 1 70 

 合 計 5 84 

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、訪問事業として韓国・坡州市へ卓球競技（当協会

加盟団体）の監督や選手を含む総勢１４名を派遣し、スポーツ交流事業を実施しました。 

 

 

 

                    

 

 

（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（Ｂ＆Ｇ）財団事業及びカヌーやヨットを通じた海洋性スポ

ーツの振興を図りました。 

  また、小学生を対象とした海洋クラブ教室を通じ、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 

 

 

 

 

  

   

  （海洋スポーツ体験会）            （海の生き物観察教室）       
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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） 

雨天中止 海洋スポーツ基地
カヤックセンター 

幼児～一般 － － 

海洋スポーツ体験会 6 月・9 月 カヤックセンター 小学生以上 2 56 

海洋クラブの運営及び海を
守る植樹教育事業 

4月～11月 
3月 

カヤックセンター 
小学生・一般 
(海洋ｸﾗﾌﾞ員) 

51 125 

B＆G長崎県大会派遣 8 月 時津町 海洋ｸﾗﾌﾞ員 2 3 

海の生き物観察教室 8 月 カヤックセンター 小学 4～6年生 1 12 

 合  計 56 196 

 

（５）スポーツ情報の発信  

佐世保市スポーツ情報サイト「ＰＬＡＹ！」や当協会のスポーツ情報誌、体協だより「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を発信しました。 

また、体育文化館、小佐々海洋センターは個別に facebookを開設して個別に情報発信を 

  行いました。 

 ○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 

月別閲覧 

件数 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

27,136 54,457 34,001 49,083 44,823 34,459 

477,715 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

50,877 28,107 57,205 35,136 21,948 40,483 

 

 ○広報誌やチラシの発行  

事 業 名 発行日 配布方法 配布枚数 

町内回覧ちらし 4月 市内町内会へ回覧 9,000枚 

教室等募集ちらし 
4月 8月 

1月 
小学校全校児童へ配布 14,500枚 

体育協会情報誌 

「ダッシュ!!」 
3月 

町内・各学校への回覧、支所・
公民館・競技団体へ配付 13,000部 

 

○管理施設の総合パンフレットの作成  

当協会が管理する施設の概要、連絡先、地図や写真を盛り込んだ 

パンフレット「（公財）佐世保市体育協会管理スポーツ施設ガイド」   

を５，０００部作成し、施設窓口等に設置し、利用者へのサービス 

   向上を図りました。 

 

 

 

http://www.sasebosports.com/
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  ○各施設単位での施設利用案内チラシの作成 

   長崎県立総合体育館県北トレーニング室では、近隣住宅等へチラシの配布を行い、利用促

進を図りました。また、佐世保市管理施設においては、各施設に料金表をわかりやすく掲示

するとともに料金表をパンフレットに挟み配布しました。 

 

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を図るとともに、トップレベル団体の大会などの誘

致を支援し、啓発に努めました。また、佐世保市からの支援及び賛助会費を活用し、競技力向

上事業への助成を行い競技力向上の充実に努めました。 

 

 

（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

対し助成しました。 

平成２９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 

佐世保市武術太極拳連盟 7月～12月 講習会、視察 100,000円 

佐世保剣道協会 6月～3 月 講習会、講演会 70,000円 

佐世保市テニス協会 1月 講習会 21,000円 

 合 計 191,000円 

 

（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、企画し実施するジュニ 

ア層競技力向上のスポーツ教室や強化練習会（年間 10回以上）に対し助成を行いました。  

平成２９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 

佐世保バスケットボール協会 6月～3 月 強化練習会 300,000円 

佐世保ハンドボール協会 6月～2 月 強化練習会 300,000円 

佐世保市バドミントン協会 6月～1 月 強化練習会 250,000円 

佐世保市サッカー協会 6月～3 月 強化練習会 300,000円 

佐世保市アーチェリー協会 6月～3 月 強化練習会、スポーツ教室 200,000円 

佐世保市空手道連盟 6月～3 月 強化練習会 300,000円 

佐世保市ボウリング協会 6月～3 月 強化練習会、スポーツ教室 300,000円 

佐世保市体操協会 6月～3 月 強化練習会、スポーツ教室 190,000円 

佐世保水泳協会 10月～3月 強化練習会 211,000円 

佐世保市ソフトテニス協会 6月～3 月 強化練習会 100,000円 

佐世保弓道連盟 6月～8 月 スポーツ教室 49,000 円 

佐世保市ラグビーフットボール協会 6月～3 月 強化練習会 100,000円 

 合 計 2,600,000 円 
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（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。 

 平成２９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 

佐世保柔道協会 6月～3月 強化練習会・遠征・合宿 205,000円 

佐世保市陸上競技協会 6月～3月 強化練習会・遠征・合宿 200,000円 

 合 計 405,000円 

 

 

（４）加盟競技団体独自の競技力向上事業 

   競技力向上を目的として、加盟競技団体に賛助会員会費より助成を行いました。 

  平成２９年度 交付実績（賛助会費） 

競技団体名 期日 内 容 等 金 額 

佐世保柔道協会 － 特定競技選手強化事業(強化練習会・遠征・合宿)  35,000円 

佐世保市陸上競技協会 － 特定競技選手強化事業(強化練習会・遠征・合宿) 100,000円 

佐世保市バドミントン協会 － ジュニア層の競技力向上事業(強化練習会) 50,000 円 

佐世保市ラグビー 
フットボール協会 

－ ジュニア層の競技力向上事業(強化練習会) 33,000 円 

佐世保市ソフトテニス協会 － ジュニア層の競技力向上事業(強化練習会) 5,000 円 

＊期日は(２)、(３)に記載 合 計 223,000円 

 

 （５）公認スポーツ指導者養成事業  

  「審判資格」、「公認スポーツ指導者資格」の取得に対し、体育協会に申請し認定された 

加盟競技団体に佐世保市の補助金及び賛助会員会費を活用し経費の一部を補助しました。 

   ※佐世保市 ３３８，６００円  賛助会費 ９３，４００円  

 

平成２９年度 交付実績  

区   分 人数(人) 

公認指導者の資格取得 11 

公認審判員の資格取得 26 

 合 計 37 

 

（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及び小・中学校及び高

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しました。   

    題  名：「ケガをしない身体づくり・故障後のケアについて」 

    講  師：西首 純也（アスレティックトレーナー） 

    実 施 日：平成３０年 ３月 ８日（木） 

    場  所：中部地区公民館 

    参加者数：５０人                   
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（７）城島健司スポーツ普及支援事業  

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いスポーツの普及推進

に資するものであり、この支援事業の目的に合致したと認める大会を開催する加盟競技団体

に助成しました。 

 

平成２９年度 交付実績 

競技団体名 期日 大会名 金 額 

佐世保市バドミントン協会 8月  6日（日） 
平成 29年度 第 1回佐世保地区 
小学生バドミントン選手権大会 

50,000 円 

佐世保市ソフトテニス協会 12月 26日（土） 
第 34回 県北地区中学個人選抜 

学年別ソフトテニス大会 
50,000 円 

佐世保柔道協会 2月 12日（月) 佐世保日の丸柔道大会 50,000 円 

佐世保自転車競技連盟 11月 19日（日） 
平成 29年度 第 2 回佐世保市 

ジュニア自転車競技大会 
50,000 円 

 合 計 200,000円 
 

（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、平成２９年度については助成の実績はありません。 

 

４．スポーツの奨励推進事業 

 （１）体育協会表彰事業  

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及び優

秀な成績をおさめた個人、団体に対し表彰を行いました。 

 

事 業 名  期 日 会 場 対 象 参加人数 

体育協会表彰 2月 22日（木） 親和銀行本店 選考による該当者 100人 

体育功労賞    10人 

スポーツ優秀賞  個人 19人、9団体 

体育優良団体   1団体 
 
 
 
 
 
 
 
 
    （体育功労賞）                   （スポーツ優秀賞・個人）      
    
 

 

 

  

   （スポーツ優秀賞・団体）                  （体育優良団体） 
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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。 

・広告募集 

区  分 件数 収入額 

野球場ラバーフェンス広告掲示 10件 2,036,600円 

プログラム広告 
市民体育祭 52件 355,000円 

体育協会表彰 14件 120,000円 

ホームページバナー広告 １件 48,000 円 

 

 

 

                  

      （野球場ラバーフェンス広告） 

    

 

   ・物品販売実績  

物 品 名 個 数 収入額 

ライン用炭酸カルシウム 666袋 644,160円 

そうめん販売 620個 1,395,000円 

 

 

（２）体育協会組織の運営及び活性化 

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 15日 

≪議案≫ 
・平成 28年度事業報告について 
・平成 28年度決算について 
・平成 29年度第 1 回定時評議員会の開催につ
いて 

≪報告≫ 
・平成 28年度予算の補正について 
・平成 28年度予算の流用について 
・平成 29年度スポーツ普及振興補助金の決定
について 

体育文化館 承認 8 人 
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第 1回 
臨時理事会 

9 月 25日 

≪議案≫ 
・公益財団法人佐世保市体育協会加盟団体規
程の一部改正について 

・公益財団法人佐世保市体育協会育児休業規
程の一部改正について 

≪報告≫ 
・平成 29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 

・スポーツ普及支援事業実施団体の決定に係
る報告について 

・(公財)長崎県体育協会表彰の推薦決定に係
る報告について 

体育文化館 承認 8 人 

第 2回 
臨時理事会 

1 月 24日 

≪議案≫ 
・公益財団法人佐世保市体育協会給与規程の
一部改正について 

・平成 29年度佐世保市体育協会スポーツ表彰
について 

≪報告≫ 
・平成 29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 

体育文化館 承認 8 人 

第 2回 
通常理事会 

3 月 12日 

≪議案≫ 
・平成 30年度事業計画について 
・平成 30年度予算について 
・公益財団法人佐世保市体育協会給与規程の
一部改正について 

・公益財団法人佐世保市体育協会旅費規程の
一部改正について 

・平成 29年度第１回臨時評議員会の開催につ
いて 

≪報告≫ 
・平成 29年度収支予算の流用について 
・平成 29年度収支予算の補正について 

体育文化館 承認 7 人 

 

 

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 30日 

≪議案≫ 
・平成 28年度事業報告について 
・平成 28年度決算について 
・評議員の選任について 

体育文化館 承認 13人 

第 1回 
臨時評議員
会 

3月 26日 
≪議案≫ 
・平成 30年度事業計画について 
・平成 30年度予算について 

体育文化館 承認 12人 
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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 3 月 23日 
・平成 29年度事業報告について 
・平成 30年度事業計画について 

陸上競技場 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 
30 人 

 

 

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 21日 
・平成 29年度スポーツ普及振興事業補助金について 
・平成 29年度城島健司スポーツ普及支援事業について 
・平成 29年度スポーツ医科学研修会について 

体育文化館 
13

人 

第 1回 
総務委員会 

4 月 25日 

・平成 29年度体育協会懇談会について 
・国民体育大会の視察、激励について 
・県民体育大会派遣補助金の考え方の変更について 
・国際交流事業について 

体育文化館 
14

人 

第 1回生涯 
スポーツ委員会 

5 月 25日 
・平成 29年度親子ふれあいスポーツ教室について 
・平成 29年度第 46回佐世保市民体育祭について 
・平成 29年度市民体力測定会について 

体育文化館 
16

人 

第 2回生涯 
スポーツ委員会 

9 月 20日 
・平成 29年度第 46回佐世保市民体育祭について 
・親子ふれあいスポーツ教室の報告について 
・市民体力測定会について 

体育文化館 
14

人 

第 2 回競技力向
上・医科学委員会 

12月 14日 
・平成 29年度スポーツ医科学研修会について 
・SOMPOボールゲームフェスタ in佐世保について 
・眞鍋政義氏講演会について 

体育文化館 
13

人 

第 2回 
総務委員会 

1 月 22日 
・平成 29年度体育協会表彰審査について 
・平成 29年度(公財)佐世保市体育協会表彰について 
・体協だより“ダッシュ!!”VOL.7について 

体育文化館 
14

人 

 

  

⑤賛助会員の募集  

賛助会員（団体） 110団体 1,502,676円 

賛助会員（個人） 185人 256,000円 

    合 計 1,758,676円 
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（３）スポーツ少年団育成事業(事務局)  

  スポーツ少年団の理念の浸透を図るとともに、団員加入促進と単位団の拡充に努めまし

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 13日、 

  20日 
吉井北部運動広場 200 

スポーツ少年団指導者研修会 1 月 27日 中部地区公民館 研修室    48 

サマースポーツ交流会 雨天中止 海洋スポーツ基地カヤックセンター － 

ボランティア活動 11月18日 えぼし高原リゾート 89 

スポーツ少年団表彰式及び交流会 

2月24日 佐世保市立春日小学校 213 

優秀団員賞   16名 

スポーツ優秀賞 個人 14名  7団体 

 

 

 

 

                               

  

 

 

              （スポーツ少年団 表彰式・交流会） 

               

 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．九州ブロック競技別交流大会２種目（軟式野球・空手道） 

  ※県予選会を勝ち進むことで出場できる大会は、九州ブロック（軟式野球・ソフトボール）、 

全国交流会（バレーボール・剣道） 

 

③広報活動 

ア．加入促進リーフレット配布 

イ．オリジナル T シャツ・ポロシャツ販売 

 

（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 

  ・加盟団体である佐世保市陸上競技協会を主管として開催され、小学生から大人までの市民

が楽しめる小柳賞佐世保シティロードレースを共催し、テント設営等準備、片づけ作業を 

含む大会運営に協力しました。 

   

②中学校体育大会への運営協力 
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③環境に配慮した施設管理 

  ・海洋スポーツ基地カヤックセンターでは、海洋環境保全の一環として、海を守る植樹教育事

業を推進しました。 

   

④こども１１０番の登録による子ども達の保護 

  ・管理施設すべてに、「こども１１０番」の登録を行っております。幸いなことに、子とも 

達の一時的保護等の実績はありませんでしたが、小佐々スポーツセンターにおいては、集

団下校訓練時の「子ども１１０番の家」の場所確認で子ども達の訪問を受けました。 

   

⑤地域社会・教育活動等支援 

 ・市内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。 

＊平成２９年度の実績  

学校名 受け入れ施設 人数(人) 

大野中学校 

総合グラウンド 

     各施設 

4 

日野中学校 3 

相浦中学校 4 

佐世保北中学校 1 

特別支援学校（中等部） 9 

聖和女子学院高等学校 
体育文化館 

2 

清峰高等学校 2 

   

・市内学校勤務職員の社会貢献活動、社会体験研修を受け入れました。 

   ＊平成２９年度の実績 

学校名等 受け入れ施設 人数(人) 

佐世保西高等学校教諭（若手職員） 総合グラウンド 1 

   

  ・市内小学校の生活科学習「レッツゴー！町たんけん」を受け入れました。 

   ＊平成２９年度の実績 

学校名等 受け入れ施設 人数(人) 

山手小学校（2年生） 県立武道館 20 

 

  ⑥佐世保市健康寿命延伸プロジェクトへの対応 

   佐世保市の地域課題・地域特性を踏まえた「生涯現役社会」を作り上げてライフステージ

や個人の健康状態に応じた健康づくりを社会全体で支援する体制づくりに加え、医療・介

護周辺のヘルスケアビジネスを創出することにより、地元の雇用・地域経済への貢献を目

指すために設立された協議会と協働しました。 

    ＊平成２９年度の実績 

事業名 協働内容 

親子ふれあいスポーツ教室 
足型測定（ミズノ）・スポーツ飲料（大塚製薬）の
ブース設置 

体力測定会（体育文化館） 足型測定（ミズノ）のブース設置 
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⑦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東京オリンピックのキャンプ地誘致について、市や県、競技団体と連

携しながら長崎県スポーツコミッションを活用し、参画するとともに、スポーツツーリズ

ム地域連絡協議会で県、市、県スポーツコミッションとの意見交換を行いました。 

  ⑧指定管理施設の無料開放  

  ・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、当協会の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回無料で利用してもらいました。     

期  日 人 数 負 担 金 額 

平成 29年 6月 26日 ～ 7月 14 日 

＊夏休み前の火・土・日・祝以外の平日 
2,206人 385,640円 

  ・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

無料開放し利用してもらいました。 

期  日 人 数 

平成 29年 4月 1日 ～ 平成 30年 3月 31日 

  の毎週土曜日。1人 1回 2時間を無料で利用 

＊専用使用利用日、夏休み等学校休業期間を除く 

120人 

 

（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、海洋性レクリエーシ

ョンをはじめとする自然体験活動などを通じて、次代を担う青少年の健全育成と幼児から高

齢者まで国民の皆様の“心とからだの健康づくり”を推進すること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（Ｂ＆Ｇ）財団の関連事業を推進しました。 

 なお、「クリーンフェスティバル inこさざ」は雨天の為、中止しました。 

＊海洋性スポーツ事業 

・海洋クラブの運営及び海を守る植樹教育事業 

・海洋クラブ員のＢ＆Ｇ長崎県及びＢ＆Ｇ北九州ブロック交流大会派遣 

＊その他の関連事業 

事 業 名 期 日 会 場 対 象 日数 
延べ人数 
(人) 

B&G会長杯争奪 

少年剣道大会 
10月 22日 

小佐々海洋 

センター体育館 

佐世保、平戸、
佐々地区 

1 210 

B&G 会長杯争奪ミニバレー

ナイターリーグ 
2月  7日 

小佐々海洋 

センター体育館 

佐世保市近隣 
20 歳以上 

1 36 

水辺の安全教室 
9 月 
27.28 日 

小佐々海洋 
センタープール 

小学生・幼児 2 42 

 合  計 4 288 

                         

 以  上 


