
 

 

令和２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。 

 

 令和２年度は、東京 2020オリンピック・パラリンピックが開催されスポーツ界が盛り上がる 

年だと思われましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため１年延期となり、また施設管

理運営においても、今まで経験したことがない年となり休場措置や利用制限など状況に応じて

対応した１年となりました。 

  

市施設及び県施設の利用者数は、休場措置や利用制限及び大会等専用利用の中止に伴い目標

値を大きく下回る結果となりましたが、各施設、専用利用が中止となり空きが出た日は通常利用 

者に声掛けを行い練習利用等に利用していただくなどの対応を行いました。 

  

 当協会では、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、当初予定していたもの以外に体育文化館の電動カーテンワイヤー取替工事や各施設修繕

を行いよりよい施設管理運営を行いました。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策として飛沫防止シートの設置、消毒液設置、ウォーター

クーラー利用中止、注意喚起張り紙、各所消毒作業のこまめな実施など様々な取り組みを行いま

した。 

 

 競技力の面では、今年度は国民体育大会やインターハイ、全国中学大会などの全国大会、九州

大会をはじめ多くの大会が中止となり、競技者は発表の機会すらない状況が長く続きました。そ

の中でも各競技団体が中央競技団体の感染症ガイドラインに基づき、難しい状況の中、県内・市

内の大会を行ったことでスポーツの大切さを再度知ることができたと思われます。また、競技力

向上には、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、市の補助金を

活用したジュニア層の育成、特定競技選手強化事業を可能な範囲で実施することで競技力の向

上に努めました。 

  

 このような状況の中、当協会事業としては、人数や内容等を精査し市内の感染状況などを判断

しながら実施し、新たな事業として「親子室内サッカー教室」を２施設で開催し、スポーツ環境

が厳しい中、親子で楽しくボールを追いかけ、笑顔あふれる場所を提供できました。 

 

 

 

 



 

 

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。 

 

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 

職員の資質や管理技術の向上を図るため、指定管理事業計画の詳細確認や危機管理等に 

ついてのマニュアル確認等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(人） 

事業方針説明及び普通救命講習 講習:佐世保市消防局 【中止】 － 

指定管理申請事業計画書の詳細

説明及びマニュアル説明 
体協職員 1月 19日 51 

「B＆G 水辺の安全教室」 B＆G動画を視聴 2月 51 

 
 

〇職員の業務に必要な資格を取得させ、安全で快適な施設の提供に努めました。 

＊令和２年度 資格等取得状況  

資格・免許等 人数（人） 

甲種防火管理者 2 
 
 

〇環境美化整備作業が軽減される期間や施設休場期間は、体育協会職員によるライン塗装

や体育室床補修など施設内の簡易な修繕・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（西九州させぼパワーズ）を活用し削減に努 

めました。また、低圧受電施設についても、見直しを行い新たな電力会社と契約し、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。 

 

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  

   体育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、管理運営を行いましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症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。 

 

＊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 令和2年度目標値 令和2年度実績 達成率（％） 

体育文化館 161,437 177,580 76,651 43.2 

総合グラウンド 344,301 378,730 205,893 54.4 

北部ふれあいスポーツ広場 58,080 63,890 54,378 85.1 

小佐々地区体育施設 122,667 160,000 98,538 61.6 

合計 686,485 780,200 435,460 55.8 

   

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う休場期間 

    令和２年４月２０日～５月１７日 

    （小佐々地区のトレーニング室は５月３１日まで。６月１日以降も人数制限あり。 

海洋スポーツ基地は４月１８日～５月１９日まで休場） 

  〇小佐々海洋センタープールは、一般利用中止。（浅子小中学校授業のみ開放） 

  〇総合グラウンドプールは、８月１１日～８月３１日の一般開放（２１日間）及び利用 

   制限を行った。 

 

＊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 令和2年度目標値 令和2年度実績 達成率（％） 

武道館 62,275 68,500 34,709 50.7 

県北トレーニング室 38,945 50,400 24,905 49.4 

カヤックセンター  2,044 2,600 973 37.4 

合計 103,264 121,500 60,587 49.9 

   

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う休場期間（開場準備含む） 

    令和２年４月１８日～５月２１日（カヤックセンターは５月１９日まで） 

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

    令和２年４月１日～１７日  

１８歳以下（大学生・社会人は可）の利用・入館禁止 

  〇小佐々カヤックセンターは令和２年９月の大型台風の影響によりポンツーンが破損したため 

   ９月１２日～１１月１３日まで海洋スポーツの利用中止 



 

 

①佐世保市体育施設 （令和２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 325 46,057 4,449,080 

コミュニティ 

センター 

集会場 326 24,807 3,055,150 

ホール 33 5,787 1,227,100 

小計(駐車場を除く) － 76,651 8,731,330 

駐車場（台数） － 48,066 15,827,570 

総合グラウンド 

庭球場 325 50,443 6,438,270 

プール 27 9,558 2,818,540 

陸上競技場 競技場 246 29,703 1,808,010 

スタンド 260 27,836 599,020 

運動広場 270 39,682 645,990 

アーチェリー競技場 280 1,279 222,640 

野球場（入場者含む） 242 18,637 2,981,220 

体育館 328 56,591 4,104,300 

小計（人数は陸上スタンド除く） － 205,893 19,617,990 

北部ふれあい 

スポーツ広場 

多目的運動広場 288 44,944 560,940 

テニスコート 291 4,503 546,680 

ゲートボール場 229 4,931 － 

小計 － 54,378 1,107,620 

小佐々地区 

体育施設 

小佐々海洋 

センター 

体育館 328 12,494 1,428,210 

プール 10 496 60,060 

小佐々海洋スポーツ基地 70 973 136,410 

小佐々中央 

運動広場 

グラウンド 260 42,510 686,810 

テニスコート 219 3,677 116,760 

小佐々スポーツセンター 328 31,312 3,107,740 

大悲観グラウンド 257 4,323 297,640 

大悲観テニスコート 179 2,753 155,090 

小計 － 98,538 5,988,720 

 合計 435,460 51,273,230 

 

 

②長崎県体育施設 （令和２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 323 26,636 1,981,490 

弓道場 323 8,073 708,460 

小計 － 34,709 2,689,950 

県北トレーニング室 

トレーニング室 319 22,272 6,732,970 

クライミングウォール 319 2,633 - 

小計 － 24,905 6,732,970 

海洋スポーツ基地カヤックセンター 70 973 2,050 

 合計 60,587 9,424,970 

 

  



 

 

③その他の管理委託事業（令和２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 66 2,108 

福石中学校 135 5,355 

清水中学校 115 4,629 

小計 － 12,092 

新公園テニスコート 202 1,784 

 合計 － 13,876 

 

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、１４競技が中止とな

り佐世保市からの参加者も例年の半数程度でした。                    

  ・期 日 令和２年１１月１４日(土)・１５日(日)他 

  ・会 場 総合開会式：長崎県立総合体育館（中止）  競技：長崎地区を中心に開催 

  ・参加者 １３競技  ４５２人（監督・選手） 

  ・助成金 １，４３３，１７５円 （佐世保市 762,360円・体協賛助会員会費 670,815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 

て開催しました。 

総合開会式は中止となり、例年より少ない２２競技の 

  開催となりましたが、競技によっては今年度初めての大 

  会ということもあり参加者は感染症対策を行いながら、 

楽しい１日となりました。                （初開催のエアロビック競技） 

  

＊開催競技・参加人数等 

競技種目 期 日 会 場 
参加人数 
（人） 

総合開会式 【中 止】 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 陸上競技場  

バレーボール 10月 11日(日) 
清水中学校 体育館 

137 
祇園中学校 体育館 

バスケットボール 10月 11日(日) 小佐々ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 188 



 

 

競技種目 期 日 会 場 
参加人数 

（人） 

ハンドボール 10月 24日(土)・25日(日) 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 体育館 248 

ソフトボール 
10月 11日(日)・17日(土) 

10月 24日(土)・31日(土) 
東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 552 

バドミントン 10月 11日(日) 体育文化館 大体育室・集会場 455 

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 10月 11日(日) 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 ﾗｸﾞﾋﾞｰｻｯｶｰ場 81 

軟式野球 10月 10日(土)・11日(日) 
総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ野球場 

吉井野球場 
491 

ソフトテニス 10月 4日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 庭球場 279 

テニス 10月 11日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 庭球場 172 

サッカー 

10月 3日（土）・4日（日） 

10月 10日（土） 

10月 11日（日） 

北部ふれあいｽﾎﾟｰﾂ広場 

899 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 

卓 球 10月 11日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 体育館 171 

柔 道 10月 11日(日) 武道館 柔道場 277 

弓 道 
10月 11日(日)・15日(木） 

10月 25日(日) 
武道館 弓道場 160 

水 泳 10月 11日(日) 温水ﾌﾟｰﾙ 193 

体 操 10月 10日(土) 体育文化館 大体育室 63 

アーチェリー 10月 11日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ｱｰﾁｪﾘｰ場 28 

空手道 10月 10日(土) 東部ｽﾎﾟｰﾂ広場 体育館 498 

クレー射撃 10月 11日(日) 長崎ｸﾚｰ射撃場 27 

ボウリング 10月 11日(日) 西肥ｼﾙﾊﾞｰﾎﾞｳﾙ 84 

グラウンドゴルフ 10月 12日(月) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ運動広場 286 

武術太極拳 10月 25日(日) 武道館 剣道場 213 

エアロビック 10月 18日(日) 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 体育館 85 

 合 計 5,587 

 

（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、「親子室内サッカー教室」を新たに２施設で

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、中止や休止、縮小等を行いました。 

                               

 

 

 

 

 

 

（親子テニス教室）        （親子バドミントン教室）     （親子室内サッカー教室）  



 

 

① スポーツ教室    

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 

【中止】 

陸上競技場 

小学生 

0 30   

7～8 月 3 30 50 130 

8～9 月 4 30 54 201 

キッズサッカー教室(Ｕ-6) 

【中止】 

4 歳～年長 0 100   

キッズサッカー教室(Ｕ-8) 小学１～2 年 0 100   

親子テニス教室 
6～9 月 

総合 G 庭球場 小学生・一般 
4 60 80 209 

12～2 月 1 60 29 29 

太極拳教室 年間 体育文化館 一般 32 20 6 163 

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 25 16 9 197 

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 12 69 

キッズソフトバレーボール教室 【中止】  

 

体育文化館 

小学生 0 30   

親子バドミントン教室 3 月 
小学 3～6 年

とその保護者 
6 30 20 94 

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 20   

姿斉健康教室 年間 
小佐々 
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

一般 28 20 15 164 

初心者水泳教室 
(幼児・小学生クラス) 

【中止】 
小佐々海洋 
ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ 

４歳～小学生 0 30   

初心者水泳教室 
(小学生クラス) 

小学生 0 30   

少年剣道体験教室 【中止】 

武道館 

幼児～小学生 0 60   

幼児～小学生 0 60   

わくわくピラティス教室 年間 一般 32 16 6 40 

ニコニコピラティス教室 年間 一般 32 16 8 50 

太極拳教室(入門クラス) 年間 一般 32 20 13 87 

太極拳教室(初級クラス) 年間 一般 32 20 11 90 

親子室内サッカー教室 

11 月 総合 G 体育館 
幼児～小学 1

年生と保護者 

1 32 15 15 

【中止】 
小佐々 

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
0 50   

3 月 体育文化館 
幼児～小学 3

年生と保護者 
1 60 61 61 

 合 計 - - 389 1,599 

 

＊年間教室の休止月（４月・５月・１月・２月。姿斉健康のみ６月も休止） 



 

 

②スポーツイベント・体力測定会等 

令和２年度は下記のイベント等を予定していたましたが、参加人数が多く見込まれるので、 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止としました。 

事 業 名 期 日 会 場 対 象 

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 
体育文化館 

一般 
総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ体育館 

親子ふれあいスポーツ教室 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ野球場 親と子 

あつまれ元気なこどもたち 体育文化館 3歳～未就学児 

武道祭 武道館 幼児～一般 

総合 G グラウンド・ゴルフ大会 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 
小佐々ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 一般 

 

③スポーツ県民月間協力事業 

１１月の県民スポーツ月間での事業を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大 

防止のためすべて中止としました。 

 

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、５年目となった今年度は受入事業として坡州市

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、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拡大防止のため海洋クラブ以外

は中止としました。 

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～一般  

海洋スポーツ体験会 【中止】 小学生以上  

海洋クラブの運営 
6月～8月 
3月 

小学生・一般 
(海洋ｸﾗﾌﾞ員) 

28 139 

海のいきもの観察教室 【中止】 小学 4～6 年生  



 

 

（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、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や今年度は新型コロナ

ウイルス感染症関連の休場案内、室内で出来るトレーニング紹介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。 

 

＊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 

26,581 28,842 30,756 32,449 35,691 34,087 

409,599 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

41,408 38,124 29,152 43,456 37,644 31,409 

 

＊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） 

町内回覧ちらし 4月 市内町内会へ回覧 9,000 

教室等募集ちらし 

5月  小学校全校児童へ配布 14,464 

8月、10月 
教室・イベント開催施設近隣小学校
児童へ配布 

9,340 

12月、2月 
教室・イベント開催施設近隣幼稚園
園児へ配布 

990 

 

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を図りました。 

 

（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２年度については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（年間 10回以上）に対し助成を行いました。 

http://www.sasebosports.com/


 

 

＊令和２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 66,000  

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 202,000  

佐世保市ソフトテニス協会 6月～12月 強化練習会 156,000  

佐世保市体操協会 6月～3 月 強化練習会、スポーツ教室 164,000  

佐世保市アーチェリー協会 6月～2 月 強化練習会 49,000  

 合 計 637,000  

（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。 

＊令和２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・遠征合宿 116,000  

佐世保柔道協会 6月～3月 強化練習会・遠征合宿 184,000  

 合 計 300,000  

（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う事業ですが、令和 

  ２年度については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を活用し経費の一部を補助しました。（佐世保市 11,500円） 

＊令和２度 交付実績  

区   分 人数(人) 

公認指導者の資格取得 1 

 

（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、保護者を対象にスポーツ医科学講習会や実技指導を令和３年２月 

  ２７日開催予定でしたが中止としました。 

 

（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うもので、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すると認められる大会を開催する加

盟競技団体に助成しました。当初４大会の予定でしたが、２～３月開催の３大会が新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため本事業としては中止となりました。 

＊令和２年度 交付実績 

競技団体名 期日 大会名 金額（円） 

佐世保市陸上競技協会 10月 17日（土） 
第 44回 佐世保地区ジュニア 

陸上競技選手権大会 
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２年度については助成の実績はありません。 

 

（９）大会開催助成 

   賛助会員会費を財源に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、今年度は１団体へ助成を行いました。 

＊令和２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 

ソフトテニス協会 
11月 23日（月) 

（公財）佐世保市体育協会杯 
第 59回秋季職域ｸﾗﾌﾞ対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 

50,000  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
        （公財）佐世保市体育協会杯 第 59 回秋季職域クラブ対抗ソフトテニス大会 

 

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や優秀

な成績をおさめた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３年２月２５日開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため中止とし表彰盾等は受賞者へ送付しました。 

・体育功労賞    5人 

・スポーツ優秀賞  個人 2人、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。 

＊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  

   ＊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 345袋 360,660  

そうめん販売  597個 1,343,250  



 

 

（２）体育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 21 日 

≪議案≫ 
・平成 31 年度(令和元年度)事業報告について 
・平成 31 年度(令和元年度)収支決算について 
・令和 2 年度定時評議員会の開催について 
≪報告≫ 
・平成 31 年度(令和元年度)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 2 年度スポーツ普及振興補助金の決定
について 

書面決議 承認 － 

第 1 回 
臨時理事会 

6 月 5 日 

≪議案≫ 
・会長（代表理事）の選任について 
・副会長の選任について 
・専務理事の選任について 

中部地区公

民館研修室 
選任 6 

第 2 回 
臨時理事会 

9 月 10 日 

≪議案≫ 
・公益財団法人佐世保市スポーツ協会への改  
 称(案）について 
≪報告≫ 
・次期指定管理申請について 
・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について 

中部地区公

民館講座室 
承認 8 

第 3 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定款の一部
改正(案)について 

・公益財団法人佐世保市体育協会諸規程の一
部改正(案)について 

・令和 2 年度佐世保市体育協会スポーツ表彰
について 

・令和 2 年度第 1 回臨時評議員会の開催につ 
 いて 
≪報告≫ 
・令和 3 年度～令和 7 年度指定管理申請結果
について 

・令和 2 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 
通常理事会 

3 月 19 日 

≪議案≫ 
・令和 3 年度事業計画(案)について 
・令和 3 年度収支予算(案)について 
・令和 2 年度第 2 回臨時評議員会の開催につ
いて 

≪報告≫ 
・令和 2 年度収支予算の補正について 

体育文化館 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 

6 月 5 日 

≪議案≫ 
・平成 31 年度(令和元年度)事業報告につい  
 て 
・平成 31 年度(令和元年度)収支決算につい  
 て 
・理事及び監事の選任について 
・評議員の選任について 

中部地区公

民館研修室 
承認 11 

第 1 回 
臨時評議員会 

2 月 5 日  

≪議案≫ 
・公益財団法人佐世保市体育協会定款の一部
改正(案)について 

・公益財団法人佐世保市体育協会評議員会運
営規程の一部改正(案)について 

・公益財団法人佐世保市体育協会役員及び評
議員の報酬及び費用に関する規程の一部
改正(案)について 

≪報告≫ 
・令和 3 年度～令和 7 年度指定管理申請結果
について 

書面決議 承認 － 

第 2 回 
臨時評議員会 

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

中部地区公

民館講座室 
承認 15 

 

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 8 月 6 日 
・佐世保市民体育祭について 
・名称変更について 
・業種別ガイドラインの遵守について 

中部地区公
民館研修室 

28  

第２回競技部会 3 月 25 日 

・競技部会長、副部会長の選出について 
・令和 2 年度事業報告について 
・令和 3 年度事業計画について 
・オリンピック聖火リレーボランティア募集
について 

30  

 

④専門委員会  

  総務委員会、競技力向上・医科学委員会、生涯スポーツ委員会を例年開催していますが、 

 事業中止も多く新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度は開催を見合わせました。 

 

⑤賛助会員の募集  

賛助会員（団体：37、個人：94人） 778,168円 

 

 



 

 

（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 

【中止】 
吉井北部運動広場 

佐々町千本公園グラウンド 
  

スポーツ少年団指導者研修会 【中止】 中部地区公民館研修室  

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14日 えぼし岳高原リゾートスポーツの里 285 

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   18 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 

 スポーツ少年団各種競技大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため県大会、九州 

大会、全国大会のすべてが中止となりました。 

  

③広報活動 

ア．加入促進リーフレット配布 

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 

  令和３年１月１０日開催予定の上記大会は中止となりました。 

   

②中学校体育大会への運営協力 

７月下旬に延期された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。 

 

 ③環境に配慮した施設管理 

  クリーンフェスティバル in こさざは中止となりましたが、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。 

   

④こども１１０番の登録による子ども達の保護 

  管理施設すべてが、「こども１１０番」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駐車利用料金を、年間２００台まで免除しま  

した。   



 

 

⑥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。また、今 

年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、職場体験が中止となった市内の中学校 

が実施した職業講話に対して、講師を派遣しました。 

＊令和２年度の実績（受け入れ） 

学校名 受け入れ施設 人数(人) 

佐世保特別支援学校（高等部） 

総合グラウンド 

     各施設 

７ 

鹿町工業高等学校 ５ 

中里中学校 ５ 

   ＊令和２年度の実績（職業講話） 

    相浦中学校・大野中学校（各 1名職員派遣） 

   

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事前キャンプ地誘致や各団体の合宿誘致について、 

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、 

令和２年４月２２日に同コミッション職員５名が県北トレーニング室の視察を行われた際に 

意見交換を行いました。 

   

⑧指定管理施設の無料開放及び割引対応 

 〇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 2年 5 月 19日 ～ 令和 3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 

26 

 

 ⑨企業対抗運動会 

  地域貢献事業として、主に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・結束を図ることを目的に、市民同士の活発な交流を推進する事業として、「第３ 

回企業対抗ふれあい大運動会」を令和２年１０月１８日に開催予定としていましたが新型 

コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加者の安全を考慮し中止としました。 

   

 ⑩相浦地区「精霊流し」への協力 

  令和元年度から相浦地区自治協議会主催の伝統行事である「精霊流し」を総合グラウンド 

陸上競技場駐車場にて開催されており、今年度も引き続き協力をしました。 

     令和２年度の入場者数：２，６４７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  

〇海洋クラブの運営 

 

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) 

水辺の安全教室 【中止】 
小佐々海洋 

センタープール 
小学生・幼児   

B&G 会長杯争奪ミニバレー 

ナイターリーグ 

10 月 21,28

日,11月4日 小佐々海洋 

センター体育館 

佐世保市近隣 

20 歳以上 
3 360 

B&G 会長杯争奪 

少年剣道大会 
【中止】 

佐世保、平戸、

佐々地区 
  

                              

                                 

                                 以  上 

 

 


