
平成２８年度 事業報告及び附属明細書 

 

公益財団法人坂井市体育協会定款第３条・第４条に即し、広く体育、スポーツを普及、振興

させ、地域住民の体位の向上と、健康増進のために適切な施設を与え、もって地域社会に貢献

することを目指し、平成２８年度の事業を次のとおり実施した。 

 

会 議 

①理事会 

会議 日 場所 主な議案 

第 20 回理事会 5 月 23 日（月） 坂井体育館 会議室 

・平成 27年度事業報告、収支決算 

・振興団体規程の改正 

・嘱託職員要綱の改正 

・評議員会について 

第 21 回理事会 6 月 10 日（金） 坂井市役所 第 2 別館 

・役員の選定 

・委員会構成 

・体育振興団体の承認 

第 22 回理事会 6 月 27 日（月） 三国観光ホテル 

・公益活動積立金の取崩し 

・平成 28年度補正予算（第 1 号） 

・顧問の選任 

・監事の補欠選任の候補者 

・臨時評議員会について 

第 23 回理事会 12 月 2 日（金） 朱雀 

・就業規則の改正 

・育児休業規程の改正 

・表彰者の選定 

第 24 回理事会 3 月 3日（金） 坂井体育館 会議室 

・職員給与規程の改正 

・平成 28年度補正予算（第 2 号） 

・嘱託職員要綱の改正 

・坂井市体育振興基金への繰り入れ 

・平成 29年度事業計画、当初予算 

・体育施設の利用料減免 

・学生料金の制定 

・評議員会について 

会議の他に、12月 19 日（月）付にて提案書による表彰者の選定に係る議案の紙面決議を行った。 

 

②評議員会 

会議 日 場所 主な議案 

第 10 回評議員会 6 月 10 日（金） 坂井市役所 第2別館 

・平成 27年度事業報告、決算報告 

・評議員の選任 

・理事及び監事の選任 

臨時評議員会 7 月 13 日（水） 坂井市役所 第2別館 
・平成 28年度補正予算（第 1 号） 

・監事の補欠選任 

第 12 回評議員会 3 月 24 日（金） 坂井市役所 第2別館 
・平成 28年度補正予算（第 2 号） 

・平成 29年度事業計画、当初予算 

 

③定例監査 7/28、10/25、1/27、3/28、5/16 

 

 

 



④６委員会 

業務執行理事会 4/15、5/19、6/8、6/21、7/13、8/12、9/14、10/12、11/9、 

12/14、1/18、2/15、3/9 

財務委員会 5/19、2/15 

スポーツ強化・振興委員会 5/16、5/28、1/31 

施設運営委員会 4/27、7/26、9/16、11/29、1/24 

スポーツ医科学特別委員会 5/12 

 連絡協議委員会        4/18、8/29、12/19 

 

 

事 業 

《公益目的事業》 

１１１１    体育、スポーツの普及、振興事業体育、スポーツの普及、振興事業体育、スポーツの普及、振興事業体育、スポーツの普及、振興事業    

体育、スポーツの普及、振興を推進し、促進する事業 

（１） 市民のスポーツの祭典等の開催事業 

体育、スポーツに対する市民の関心を高め、交流を促進して、心身の健全な発達と豊かな人

間性の涵養を目的とする市民スポーツ祭、競技大会等の開催事業。開催期間中だけでなく、

これを契機として地域的な体育、スポーツの普及、振興効果を図った。 

ア．坂井市民スポーツ祭 

[内容] 坂井市全域で行う市民のためのスポーツの祭典の及び、著名なアスリートを招聘 

    し、バレーボール教室、陸上教室を開催した。 

[会場] 春江体育館、他 27 会場 

[開催日]  9 月 3 日  開会式及びバレーボール教室 

10 月 10 日 体育の日 メイン会期 

10 月 30 日 陸上教室（ドリームフェスティバル） 

[実行委員会] 5 月 9 日、7 月 5日、9 月 27 日 

[参加人数]延べ 4,830 人 

イ．坂井市古城マラソン大会 

[内容] 丸岡城（古城）をバックに、体育、スポーツの振興とともに坂井市をアピールする、

市民を主体とする古城マラソン大会を開催した。 

[会場] 霞ケ城公園ふれあい広場、坂井市古城マラソンコース 

[開催] 6 月 5日 第 1日曜日 

[実行委員会]1月 22 日、5 月 9日、7 月 5 日 

[参加人数]4,727 人 

（２） スポーツ教室の開催事業 

楽しみながら体育、スポーツの基礎となる市民の体位を向上し、健康を増進するスポーツ教

室を開催する事業 

[内容] 幼児からお年寄りまで誰でも対象に展開するスポーツ教室の開催を行った。 

[開催教室数]延べ 28 教室 

[参加延べ人数]7,701 人 

（３）体育・スポーツの安全推進事業 

体育、スポーツの普及、振興を促進するための事故に対する安全の推進事業 



ア．スポーツ医科学委員会等安全確保事業 

 [内容] スポーツ医科学委員会の開催（5/12）及び坂井市古城マラソン大会における医師の

派遣を行った。  

イ．スポーツ安全保険の推進 

[内容] 施設の抽選会を利用し、スポーツ安全保険への加入の周知と、スポーツ少年団に対し

て加入促進を図った。 

[実績]スポーツ少年団 58 団加入 

（４）体育・スポーツの広報事業 

体育、スポーツの普及、振興を促進するための広報事業 

ア．ホームページによる情報発信事業 

[内容] 市民が利用できる体育、スポーツ施設情報、各種競技やイベント情報その他体育、 

スポーツに関する多彩な有益情報の発信を行った。 

イ．情報誌等による情報発信事業 

[内容] パンフレット、ポスター、壁新聞「体協新聞」の作成や坂井市の広報誌「広報さかい」、

福井の無料情報誌等を利用した体育、スポーツ施設・イベント情報等の発信を行った。 

（５）その他体育・スポーツの促進事業 

体育、スポーツの普及、振興を促進するための調査、考案、視察、公益目的寄付その他の社

会貢献的事業等 

ア．施設利用者のモニタリング調査、総合型スポーツクラブに関するアンケート調査、考案募

集等 

 【モニタリング】 

  [実施日]三国 11/2、丸岡 10/31、春江 11/1、坂井 11/11、丸岡スポーツランド 1/13 

    [対象]施設利用者 

 【アンケート調査】 

  [実施日]9/13～9/30 

  [対象]施設利用者 

イ．平成 30 年福井国体の準備のための視察等 

  [視察日]10/19、20、21 

   [視察先]愛媛方面（西条市：ひうち陸上競技場、北条市：北条スポーツセンター） 

  [参加者]理事 11 名、監事 1名、事務局 7名 

ウ．小学校が利用するプール等の清掃協力 

   [実施日]7/2 

エ．体育、スポーツにおけるエコキャンペーンの推進 

   [内容]市民スポーツ祭等のイベントにおいてごみの分別を行った。 

                        坂井市のライトダウンキャンペーンに協力した。（6/22、7/12） 

オ．坂井市体育協会設立１０周年記念事業の実施 

  ［内容］坂井市民スポーツ祭、坂井市古城マラソン大会の充実を図った。 

    

２２２２    体育、スポーツ施設の提供事業体育、スポーツ施設の提供事業体育、スポーツ施設の提供事業体育、スポーツ施設の提供事業    

市民が体育やスポーツを行うために必要な体育、スポーツ施設（用具を含む。）を提供する事業。 

（１）体育、スポーツ施設の貸与事業 

 



[内容] 市民の体育、スポーツ施設をその目的に従って管理運営し、貸与する事業（指定管理

にかからない用具の貸与等を含む。） 

[施設] 三国運動公園ほか 27施設（下記） 

[運営方法] 本施設は坂井市の公の施設であり、安全、安心を第一に、その設置目的に沿って、

市民の体育、スポーツの場として適切に管理するだけでなく、必要なスポーツ等

関連用具を取り揃え、利用者の便宜を図るとともに、体育、スポーツ団体等の育

成に努め、スポーツ教室を開催するなど積極的に自主事業を企画運営し、地域の

総合的な体育、スポーツの普及、振興に繋がるように運営を行った。 

 

実績利用人数 ： ４８７,２２４人 

施設名 H28 人数 H27 人数【参考】 

※坂井市体育施設指定管理施設※坂井市体育施設指定管理施設※坂井市体育施設指定管理施設※坂井市体育施設指定管理施設    ４８４８４８４８７，７，７，７，２２４２２４２２４２２４    ５８９,６７４ 

 ・三国運動公園 ５３,９３４ １０７,６９６ 

 ・三国体育館 ３,８７１ ８６,５２６ 

 ・三国グラウンド ２,７６９ ２,８７６ 

 ・三国艇庫 ３,１３８ ３,２２８ 

 ・春江体育館 ５５,１９４ ４８,２８０ 

 ・春江Ｂ＆Ｇ海洋センター ３４,８８７ ３８,０２５ 

 ・春江北グラウンド ４,１７８ ３,９７２ 

 ・春江東グラウンド ３,７５０ ４,１１１ 

 ・春江テニス場 ３,９３５ ４,３２６ 

 ・春江ゲートボール場 ０ ２６２ 

 ・春江水泳プール ０ ０ 

 ・江留上公園グラウンド ０ ６６７ 

 ・坂井体育館 ２８,６６５ ２６,２６２ 

 ・坂井武道館 ２１,３６８ １７,４４３ 

 ・坂井グラウンド ８,０９３ ６,５００ 

 ・坂井屋内スポーツセンター １０,３１５ １０,４０５ 

 ・東十郷中央公園 １３,０８３ １１,５３５ 

 ・丸岡運動公園 ５５,５９６ ５８,０７４ 

 ・丸岡スポーツランド ７８,８２９ ７７,２２１ 

 ・磯部テニス場 ０ ３９２ 

 ・鳴鹿テニス場 ４６５ ２９０ 

 ・今市水泳プール ３０７ ４３６ 

 ・丸岡武道館 ２０,０４４ １７,０７３ 

 ・丸岡今福体育館 ２６,７９６ ２６,４３７ 

 ・丸岡ゲートボール場 ２１２ ３４１ 

 ・霞ヶ城公園屋内球技練習場 ４,００４ ４,４６６ 

 ・丸岡情報団地公園 ２,８３５ ２,５５４ 

 ・丸岡体育館 ５０,９５６ ３０,２７６ 

 



（２）夜間学校体育施設市民開放事業 

[内容] 昼間に時間が取れないサラリーマン等に対し、夜間、学校の体育施設を開放し、市民の

体育、スポーツの機会と場を拡大する事業 

[施設] 小学校 19 校、中学校 5校の体育施設（下記） 

[運営方法] 坂井市の体育、スポーツ振興の一環として、委託の趣旨に沿って、当協会が育成す

る各種体育振興団体と連携し、総合的、効果的に運営を行った。 

 

実績人数： ９５,８８８人 

自治区 H28 人数 H27 人数【参考】 

・三国 小学校 5・中学校 1 ２７,６６３ １３,１０３ 

・丸岡 小学校 6・中学校 2 ３７,７１２ ３３,２４８ 

・春江 小学校 4・中学校 1 １６,０６８ ２０,２３６ 

・坂井 小学校 4・中学校 1 １４,４４５ １３,６７７ 

    

３３３３    体育、スポーツ選手、団体の育成、支援事業体育、スポーツ選手、団体の育成、支援事業体育、スポーツ選手、団体の育成、支援事業体育、スポーツ選手、団体の育成、支援事業    

体育、スポーツ愛好者、選手、指導者、体育振興団体等を育成、支援する事業 

（１）体育・スポーツ愛好者育成事業 

[内容] 体育・スポーツ施設の継続的利用を支援し、施設の効率的な利用を促進するとともに、

体育・スポーツ愛好者の育成を図った。 

（２）体育振興団体育成事業 

[内容] 坂井市の体育、スポーツの普及、振興の核となる団体（クラブを含む。）を育成する

ための助成を行った。 

[実績]34 団体、交付額 18,726,000 円 

（３）指導者等養成事業 

坂井市の体育、スポーツの普及、振興を図るための体育、スポーツ選手、指導者等を養成す

る事業 

ア．表彰事業 

[内容] 坂井市の体育、スポーツの普及、振興を奨励するため、それに功労があった者等を表

彰した。 

[優秀選手・優秀団体・優秀指導者の表彰] 

体育功労賞   林田 数一 

優秀選手賞   直江 杏（卓球）  

優秀団体賞   平章サッカースポーツ少年団 

県民スポーツ祭団体優勝   

卓球（女子）         卓球協会 

軟式野球              野球協会 

剣道競技（女子・壮年女子） 剣道協会 

ゴルフ競技（男子）      ゴルフ協会 

ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技  ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 

 



イ．選手派遣事業 

[内容] 実戦を通じて選手を育成し、坂井市の体育、スポーツの普及、振興を図るため、県民

スポーツ祭に坂井市選手団の派遣を行った。 

 [実績]27 種目 487 人（県民スポーツ祭市町対抗） 

ウ．研修会事業 

[内容] スポーツ指導者の育成のための指導者講習会として、坂井市スポーツ少年団の指導者、 

育成会を対象とした救命救急講演会を実施した。 

 

《収益事業》 

体育、スポーツ施設利用者に対する公益目的外の利便の提供事業 

１１１１    飲料の販売等飲料の販売等飲料の販売等飲料の販売等    

[内容] 施設利用者が必要とする飲料等の販売を行った。 

    

２２２２    関連サービスの提供等関連サービスの提供等関連サービスの提供等関連サービスの提供等    

[内容] 備品等の時間貸し等を行った。 

 

＜事業報告附属明細書＞ 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３２条第３項に規定する附属明

細書に記載すべき事業報告の内容を補足する重要な事項：なし 

 

 


