
平成 24年度 公益財団法人福岡市スポーツ協会 事業計画 

 

平成 24 年度（10 月～３月）は，平成 24 年３月 28 日に開催した「財団法人福岡市体育

協会平成 23 年度第７回理事会」において議決した各種事業を引き続き推進するとともに，

公益財団法人へ移行したことにより，更なる経営基盤の強化や新たな事業展開を行い，「ス

ポーツ推進プラン」を具現化するため，４つの重点項目（①地域スポーツの振興と市民の

健康づくり,②スポーツを通した子どもの健全育成, ③スポーツ人口の拡大と競技力の向

上, ④公益財団法人としての組織づくり）ごとに策定した「実施計画」を推進していく。 

事業の実施にあたっては，それぞれ所管する専門委員会等において，確実な推進を目指

すとともに，企画調整委員会において，適切に進行管理していく。 

あわせて，本協会が管理を行う公共スポーツ施設については，地域や市民と共に歩む施

設を目指し，職員の資質向上に努めていくとともに，利用者サービスの更なる向上と幅広

いスポーツ機会の提供を行い，指定管理における模範的・先導的役割を担うなど，スポー

ツ環境の充実を図る。 

 

１ 企画事業 （事業予算額 23,994,667円） 

（１）加盟団体等スポーツ普及事業 （事業予算額 3,905,680円） 

市民スポーツの祭典として，昭和 62年から実施している「市民総合スポーツ大会」

に参加する加盟団体実施競技の充実を目指すとともに，市民の多様なスポーツ活動に

おけるニーズに応え，スポーツ人口の拡大を図るため，加盟団体による各種の｢スポー

ツ教室｣を実施する。 

 

① 市民総合スポーツ大会への参加  

・開催種目  51競技 74種目（10月以降予定） 

・開催期間  平成 24年 10月～平成 25年３月 

② 加盟団体スポーツ教室の開催 

・開催種目  ５種目（10月以降予定） 

 

（２）加盟団体強化事業 （事業予算額 4,864,200円） 

加盟団体の組織整備及び活性化に繋がる事業を推進していく。 

また，競技力向上を図るため，特にジュニア層の強化に取り組み，さらに，県民体

育大会の上位入賞を目指す。 

① 加盟団体組織整備強化   

・加盟団体数 29団体 

② 少年スポーツ大会   

・開催種目  ５種目 

市民スキー大会 



③ コーチングクリニック（スタージャンプ福岡共働事業） 

・ジュニア層指導者研修会 シンポジウム 

④ 福岡県民体育大会予選会等 

・実施種目  ５種目 

⑤国際交流事業 

・実施種目  ２種目 

 

（３）表彰事業 （事業予算額 484,000円） 

本市スポーツの普及と振興に寄与し，その功績が 

顕著な団体及び個人，また各スポーツ大会において 

優秀な成績を収めた団体及び個人に対して，表彰を 

行う。 

・開催日  平成 25年３月９日 

・会 場  九州エネルギー館 

 

（４）福岡市スポーツ少年団事業 （事業予算額 1,603,663円） 

「21 世紀を担う子どもたち」に対するスポーツ環境の醸成を積極的に推進するため，

少年スポーツの中核となるスポーツ少年団本部事業について，魅力ある展開と拡充を

行う。 

 

① スポーツ少年団本部事業 

    ○スケート体験教室   ○育成母集団研修（AED 実践講習会） 

○少年野球教室（NPO 法人ﾎｰｸｽｼﾞｭﾆｱｱｶﾃﾞﾐｰ） 

 

② チャレンジジュニアスポーツクラブ 

様々なスポーツ，レクリエーションの体験などをとおして，スポーツをするきっ

かけ作りとして，またスポーツの楽しさを子どもたちに提供する。 

 

③ 全国大会等参加 

スポーツ少年団登録団体の地区大会や全国大会等 

の出場に対し援助を行う。 

 

④ 少年スポーツ交流大会 

     各種競技ごとに開催される交流大会の運営等に 

対し援助を行い，スポーツ少年団登録単位団相互の 

交流と新規登録単位団の加入促進を目指す。 

 

コーチングクリニック 

少年スポーツ交流大会 



⑤ 福岡地区スポーツ少年団本部事業 

    ・福岡地区スポーツ少年団「ジュニア交流事業」  平成 24年 11月 17日 

    ・スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会 

  平成 24年 12月１日, ８日 

    ・福岡地区スポーツ少年団「駅伝交流大会」      平成 25年３月３日 

 

（５）スポーツ普及啓発事業 （事業予算額 8,496,487円） 

     市民のスポーツへの関心や理解を深め，スポーツ活動への参加を促すとともに， 

様々なスポーツ情報を広く市民に提供する。 

 

   ① スポーツ情報の収集及び提供 

     生涯スポーツの推進を図るため，スポーツニーズ等の把握に努めるとともに，  

福岡都市圏を中心としたスポーツ施設の概要や各種事業等についての情報収集と 

市民への情報提供を行う。 

     ・ホームページによる情報提供（平成 25年１月 リニューアル版公開予定） 

     ・「市政だより」等による情報提供 

 

② 広報物の発行  

     様々なスポーツ情報を広く市民に提供し，スポーツの普及啓発を図るため，広報

物を発行する。 

○新広報誌  名称「おっしょい福スポ」 

加盟団体の紹介や福岡市のスポーツに関する情報等を提供するため，新広報誌

を発行する。 

・発行回数 １回発行（創刊号：１月発行予定） 

・配付先  加盟団体及び市民を対象に地区体育施設や区役所で配布すると  

ともに，関係団体，公共施設等に配布し，市民の閲覧に供する。 

     ○情報紙（新設） 名称「おっしょい福スポかわら版」 

       施設スポーツ教室，加盟団体教室およびイベント等の募集情報を提供するた

めに，情報紙を発行する 

    ・発行回数 １回発行（３月号） 

      ・配布先  市民を対象に地区体育施設や区役所で配付するとともに，公共施

設での配付や手渡し等により，市民の閲覧に供する。 

 

③ スタージャンプ福岡活動  

福岡に活動拠点を置くトップスポーツチームと協力し，こども達に種目を超えて

スポーツの素晴らしさや体を動かすことの楽しさを伝えるための体験機会の提供 

活動などを展開する。 



○親子スポーツフェスタ 

      ・実 施 日 平成 24年 11月 23日 

      ・参加予定 500人 

 

   ④ 地域スポーツサポート事業 

     地域と各種スポーツ団体との交流をサポートし， 

地域における生涯スポーツの確立に貢献する。 

 

（６）スポーツ教室事業 （事業予算額 2,452,787円） 

    市民一人ひとりが，日常生活の中にスポーツを取り入れるきっかけづくりとしての，

各種スポーツ・レクリエーション教室等を実施する。 

 

   スポーツ観戦教室等の実施  

     各種スポーツ教室の実施やルール等の解説を加えた 

トップスポーツ競技等の観戦教室を実施する。 

    ・ラグビー観戦教室，スポーツ＆農業体験 など 

 

（７）人材育成事業 （事業予算額 2,187,850円） 

    生涯スポーツの視点に立って，市民の多様なスポーツ・レクリエーション活動を  

支援するため，スポーツリーダー・バンクの運営，並びに指導者の養成を図るための 

講習会等を実施する。 

 

   ① 生涯スポーツ講座 

     多様なスポーツ・レクリエーション活動に必要な基本的内容の講座を実施する。 

     ・対 象 者  スポーツリーダー・バンク登録者や地域でスポーツ・レクリ  

エーションを指導している人 

      ・内  容   生涯スポーツ概論，スポーツと栄養，ジュニアのスポーツ指導，

スポーツ指導の一般理論 

     ・期間・回数  平成 25年１月～２月（全 15回） 

     ・定  員  50人 

 

   ② スポーツリーダー・バンク 

スポーツ協会と市民とが直結した「スポーツリーダー・バンク」制度の定着を

目指し，市民からのスポーツ指導者派遣要請に対し，スポーツリーダー・バンク

登録指導者を積極的に派遣・紹介するとともに，指導者の資質向上に努める。 

ア スポーツリーダー派遣・紹介 

スポーツ指導者の派遣要請において，スポーツリーダー・バンク登録指導者を

積極的に派遣・紹介するとともに，各団体（サークル等）に対し，派遣費用の一

部を援助する。 

こどもスポーツフェスタ 

食とスポーツ教室 



    イ スポーツリーダー研修会 

  指導者（登録指導者含む）の指導力向上とスポーツリーダー・バンクへの新規

登録等を目的として，加盟団体が実施する各種研修事業に対し援助を行う。 

 

   ③ 女性スポーツ指導者育成事業 

      女性スポーツ指導者の養成・資質の向上を図り，女性スポーツの振興・発展・   

普及を目的とした研修等を実施する。 

 

   ④ スポーツボランティア育成事業 

      スポーツイベントやスポーツ教室においてボランティアとして活動できる人材

の登録と派遣，ボランティアへの研修を実施する。 

 

２ 指定管理事業 （事業予算額 304,254,034円） 

指定管理施設については，福岡市の拠点スポーツ施設２施設及び市民の身近な施設で 

ある地区体育館等４施設の計６施設を管理運営する。 

 

 

 

 

 

 

（１）福岡市の拠点スポーツ施設の指定管理事業 （事業予算額 201,469,033円） 

    福岡市民体育館及び総合西市民プールの管理運営にあたっては，大規模大会の利用

に際して，円滑な運営ができるように努め，様々な専用利用においても公平性を確保

しながら，市民の健康づくりやコミュニティづくりの場としての運営に力を注ぐ。 

あわせて，初心者向けのスポーツ教室及びフォローアップ教室等の実施や各自の 

体力に応じた運動を自主的・継続的に行えるよう，ストレッチやレクリエーション  

ダンス，実技，水泳指導，水中体操等の指導を行う。 

    また，体育の日に体育館・プールの無料開放事業等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
福岡市民体育館 総合西市民プール 

■福岡市の拠点スポーツ施設（２施設） 

  ・福岡市民体育館   ・総合西市民プール 

■地区体育館等（４施設） 

 ・東体育館  ・中央体育館  ・西体育館  ・ももち体育館 



（２）地区体育館指定管理事業 （事業予算額 102,785,001円）   

東体育館，中央体育館，西体育館，ももち体育館の管理運営にあたっては，市民が

気軽にスポーツが楽しめ，健康の増進に寄与できる施設運営を行い，地域性にも配慮

した初心者向けのスポーツ教室及びフォローアップ教室等の実施や保健福祉センター

のヘルスアップスクールの修了者等を対象にした実技指導など，保健福祉センターと

タイアップして各種事業を行う。 

また，各自の体力に応じた運動を自主的・継続的に行えるよう，トレーニング室で

の実技指導のほか，ストレッチやレクリエーションダンス等を行うとともに，体育の

日に体育館無料開放事業等を行う。 

 

 

３ 民間指定管理者からのスポーツ施設運営業務の一部受託事業 

城南・早良体育館の施設運営業務の一部受託事業 （事業予算額 1,024,400円） 

    城南・早良体育館は，平成 24年度から民間事業者の指定管理施設となったが，スポ

ーツ教室事業を中心とする運営業務は，本協会が指定管理者から受託して行う。 

このため，本協会のスポーツ指導員をそれぞれの体育館に勤務させ，スポーツ教室の

企画立案，トレーニング指導，大規模大会調整，コミネット等の業務を行う。 

 

４ 主催・共催事業 

（１）第 26回 市民総合スポーツ大会 

   市民によるスポーツへの関心と参加意欲の高揚を図るため，市民スポーツの祭典とし

て，加盟団体と連携し「市民総合スポーツ大会」を開催する。 

 

 

・主 催   福岡市，福岡市教育委員会，  

（公財）福岡市スポーツ協会，  

NPO法人福岡市レクリエーション協会，  

福岡市スポーツ推進委員協議会，  

福岡市障がい者スポーツ・レクリエーション振興会，  

各区体育振興会 

  ・主  管      市民総合スポーツ大会実行委員会 

 

 

 
中央体育館 西体育館 



・大会実施種目数及び参加予定人数（年間） 

     総合開会式  平成 24年 10月８日       約 10,000人 

    スポーツ競技大会        43種目     26,000人 

    区対抗交流競技大会        5種目     13,000人 

    女性スポーツ競技大会      12種目     4,000人 

    少年スポーツ交流大会      25種目     14,000人 

    障がい者スポーツ大会      14種目      4,000人 

    レクリエーション大会他      8種目     4,000人 

    スポーツ写真コンテスト・写真展  1種目     2,000人 

                 計  108種目     77,000人 

  ・会 場    市内スポーツ施設（総合開会式：平和台陸上競技場） 

 

（２）シティマラソン福岡 2012 

幅広い市民の参加はもちろん，全国から多くの参加者を募る福岡市のスポーツイベン

トとして全国にアピールする市民マラソンを開催する。 

 

  ・主   催  福岡市，福岡市教育委員会，（公財）福岡市スポーツ協会 

  ・主   管  シティマラソン福岡実行委員会，福岡市陸上競技協会 

・開 催 期 日  平成 24年 11月 11日 

  ・会   場  ヤフードームをスタート，ゴールとするコース 

  ・参加予定数  ハーフマラソン 5,500人 

          ５㎞      2,500人 

             計    8,000人 

 

 

 

（３）スポーツイベント 

   市民に新たなスポーツへの参加機会を提供し，市民スポーツの振興を図るため， 多様

なスポーツイベントを開催する。 

 ① 福岡トライアスロンフェスタ 2012 

  ・主   催  福岡トライアスロンフェスタ実行委員会 

  ・共   催   （公財）福岡市スポーツ協会，   

               （一財）公園財団，（社）日本トライアス     

ロン連合，福岡県トライアスロン連合 

  ・開 催 期 日  平成 24年 10月６日・７日 

  ・会   場  海の中道海浜公園  

  ・参加予定数  駅伝の部      250チーム， 750人 

          スーパースプリント         50人 

              計            800人 



 ② ウィンタースポーツフェスタ 2012 

  ・主   催  ウィンタースポーツフェスタ実行委員会 

  ・共   催  福岡市，（公財）福岡市スポーツ協会， 

福岡市スケート連盟，西部ガス興商（株） 

  ・開 催 期 日  平成 24年 12月１日 

  ・会   場  パピオアイスアリーナ 

  ・参加予定数  3,000人 

 

③ 2013  ＦＵＫＵＯＫＡ  ｉｎｄｏｏｒ ３on３ 

・主   催  2013  FUKUOKA indoor ３oｎ３ 実行委員会 

・共   催  福岡市バスケットボール協会，（公財）福岡市スポーツ協会 

        福岡市 

・開 催 期 日  平成 25年３月 16日 

・会   場  福岡市民体育館 

・参 加 予 定  小学生の部    男子 24 ﾁｰﾑ，女子 24 ﾁｰﾑ 

                中学生の部    男子 24 ﾁｰﾑ，女子 24 ﾁｰﾑ 

        オープンの部   男子 24 ﾁｰﾑ，女子 24 ﾁｰﾑ 

 

（４）一般財団法人公園財団（雁の巣レクリエーションセンター）共催事業 

   雁の巣レクリエーションセンターと協力して，広く市民にスポーツへの参加機会を 

提供し，市民スポーツの振興を図るため，多様なスポーツイベントを開催する。 

 ① 雁の巣テニス教室（初心者教室，経験者教室） 

  ・主   催  （一財）公園財団 

  ・共   催  （公財）福岡市スポーツ協会 

  ・開 催 期 日  平成 24年 10月２日～12月２日 全 10回を予定 

  ・会   場  雁の巣レクリエーションセンター 

  ・参加予定者  35人 

 

 ② 雁レクフェスタ 

雁の巣レクリエーションセンターの施設全体を利用して，芋掘り体験やファーマーズ 

マーケット，健康体操教室，サイクリング，グランドゴルフ体験など，多様なスポーツ  

イベント等を開催し，広く市民にスポーツへの参加機会を提供する。 

  ・主   催  （一財）公園財団 

  ・共   催  （公財）福岡市スポーツ協会， 

          ＪＡ福岡市東部 

  ・開 催 期 日  平成 24年 10月 28日 

  ・会   場  雁の巣レクリエーションセンター 

  ・参加予定者  1,000人 


