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平成２８年度特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会 事業報告 

  

当協会定款第３条に定めた「広く一般市民を対象として、スポーツ振興の健康づくり、競技力の向上

及びスポーツを普及発展させる事業を行い、スポーツを通じて健全な精神の涵養を図り、明るく健康的

な社会の建設に寄与すること」を目的とし、同第４条及び第５条に定めたとおり、平成２８年度事業計画

に基づいて、各事業を実施しました。 

  また、平成２８年度に鈴鹿市体育協会が創立７０周年を迎えたことから、市民の方々に鈴鹿市体育協

会、加盟競技団体等の活動を広く知っていただくために、記念事業を開催しましたところ多くの市民の

方々のご協力と参加をいただくことが出来ました。 

平成２６年度から市内の体育施設等の指定管理業務の受託を受け、３年を経過いたしましたが、これ

まで培ってきました維持管理のノウハウと職員のスキルを活かした適正な管理運営に努めてまいりました。

以下、平成２８年度の事業について報告いたします。 

 

１．スポーツ推進事業  

 

(1)  スポーツ教室の開催                          
 

NO 団 体 名 事 業 名 開催日・回数 参加対象 参加人数 

１ 弓道協会 弓道教室 12月～3月 一般男女 25（500） 

２ 柔道協会 形・技講習会 月 2回 中・高生 30（600） 

３ テニス協会 春季・秋季テニス教室 4月～12月、20回 ジュニア・一般 38 

４ ソフトテニス連盟 鈴鹿市ソフトテニス教室 4月～12月 小学生 41（1,581） 

５ ハンドボール協会 ハンドボール教室 4月～3月 小学３年以上 30（1,500） 

６ 空手道連盟 空手道教室 6月～2月、32回 初級・中級者 20（640） 

７ 太極拳協会 親子カンフー講習会 4月～3月、27回 3歳～大人 20（540） 

８ ゴルフ協会 ジュニアゴルフ教室 4月～3月、毎土曜日 小・中・高校生 21（1,000） 

９ ダンススポーツ連盟 スポーツダンス教室 5月 10日～40回 一般 20（800） 

１０ エアロビック連盟 エアロビック教室 6月～9月 16回 一般 20(320) 

         合計   265（7,519） 

（  ）内は延べ人数 

(2) シニア事業 

No 団 体 名 事 業 名 開催日・回数 参加対象 参加人数 

１ 剣道協会 シニア稽古会  4/1～12/24  38回 55歳以上 608 

２ テニス協会 
鈴鹿シニアテニス大会 9月１日 シニア 72 

鈴鹿シニアテニス大会 3月 7日 シニア 32 

３ 太極拳協会 太極拳ふれあい講習会 5/8、10/8 希望者 206 

４ ダンススポーツ連盟 ダンスフェスティバル 10/10 シニア 364 

５ エアロビック連盟 スローエアロビック教室 11/27 60歳以上 18 

        合計   1,300 
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(3) 鈴鹿市スポーツ振興計画に基づいた市民の健康づくりの推進 

① 親子野球教室の開催 

Honda鈴鹿硬式野球部ＯＢ、現役選手による親子で学ぶ野球教室を開催しました。 

開 催 日：平成２８年１０月２日（日）～１２月１１日（日） 

会 場：ホンダアクティブランド室内野球練習場をメインとした付帯施設 

参加人数：２２組 ４４人 

 

② いきいき健康スポーツクラブの開催 
 

No 種  目 会  場 開催期日 参加人数 

１ ソフトバレーボール 

ＡＧＦ鈴鹿体育館 

5月 11日 71 

２ ソフトバレーボール 5月 25日 64 

３ ニュースポーツ 6月 10日 66 

４ ニュースポーツ 6月 22日 68 

５ フォークダンス 7月 13日 58 

６ 音楽療法 鈴鹿市ふれあいホール 7月 27日 62 

７ 椅子ストレッチ 鈴鹿市文化会館 8月 10日 54 

８ レクリエーション          9月 14日 62 

９ パドルテニス 9月 28日 60 

10 インディアカ①  10月 12日 57 

11 インディアカ②  10月 26日 51 

12 ファミリーバドミントン① ＡＧＦ鈴鹿体育館 11月 9日 60 

13 ファミリーバドミントン②  11月 30日 57 

14 卓球①  12月 14日 60 

15 卓球②   1月 11日 61 

16 太極拳   1月 25日 46 

                             合   計 957 

 

(4) 加盟団体の運営支援、強化の取り組み 

当協会に加盟する加盟競技団体の組織の強化と活動の促進を図るため、鈴鹿市体育協会運

営強化事業実施要綱に基づき、加盟競技団体の運営費に対して助成を行いました。 

 

(5) 競技力の強化、向上に向けた取り組み 

   加盟競技団体に所属する選手・チームの競技力の向上を図るため、鈴鹿市体育協会強化育

成事業実施要綱に基づき、競技団体が行う選手・チームの強化育成のために行う事業費に対

して助成を行いました。 
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① 競技力強化育成事業 

（ｱ）ジュニア育成強化事業 
 

No 団 体 名 事 業 名 開催期日・回数 参加対象 参加人数 

１ 陸上競技協会 
中学生選抜強化練習会 4月～7月、6回 推薦選手 100（300） 

中学生強化練習会 1/5～6 中学 1・2年生 450（900） 

２ 
テニス協会 

 

チーム強化育成事業 年間 240回 小・中学生  40（3,900） 

ジュニア強化合宿 8/28・29 小・中学生 68 

３ ソフトテニス連盟 ソフトテニス強化練習会 4/29 中学生 48（60） 

４ ソフトボール協会 
小学生強化育成 7/25～2/5 7日 小学生選手 222 

中学生強化育成 7/25～2/12 9日 中学生選手 239 

５ バレーボール協会 

新人強化練習会（女子） 8/18 中学生女子 60 

新人強化練習会（男子） 8/19 中学生男子 60 

チーム強化練習会 7/27 中学 2.3年生 150 

県大会出場強化練習会 8/15～8/31 小学生 24（250） 

ジュニア技術強化練習会 12/17 小学生 120 

６ 
バスケットボール

協会 

ミニバスケットボールジュニ

ア強化練習会 
5月～8月（13回） 市内ﾁｰﾑ選手  300（500） 

７ 
ハンドボール 

協会 

小学生全国大会‣三重選抜

出場を目指す強化練習会 

4/9.10、5/3.4 

8/4.5.12、12/25.26 
選抜選手  20（160） 

小・中学生強化練習会・冬

季強化合宿 

4/29.30 、 5/3.4.5 、

8/3.4.18 、

12/23.24、1/5.6 

中学生  40（440） 

８ 日本拳法会 強化練習会 4/17～11/6、8回 幼児～中学生  17（107） 

  合計   1,958（7,536） 

（  ）内は延べ人数 

 

 (ｲ) 一般強化事業 
 

No 団 体 名 事 業 名 開催期日・回数 参加対象 参加人数 

１ 弓道協会 
講習会・強化練習会 7/3、12/4、3/20 7

月～9月毎週土曜 
会員 45（300） 

２ 剣道協会 
稽古会（合同・火曜） 4月～3月 小～一般 40(1,520) 

強化合宿 8/13～8/14 小～一般 60 

３ 柔道協会 柔道強化練習会 夏 8回・冬 4回 中・高校生 40（480） 

４ テニス協会 著名人による講習会 2/25 3/12 一般・ジュニア 122 
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５ 
ソフトテニス 

連盟 

レディース強化練習会 10/19 レディース 26（30） 

ソフトテニス強化研修会 2/3 小学生～一般 77（80） 

６ 卓球協会 選抜選手の強化練習会 10/12 高校・一般 50 

7 
バレーボール 

協会 

ママさんバレーボール連盟 

ブロック別強化練習会 
7/26～10/11 

ママさん連盟

登録チーム 
  105 

ママさんバレーボール連盟 

決勝大会強化練習会    
9/6  9/16 代表チーム 51 

ママさんバレーボール連盟 

実技教室   
2/5 登録チーム 111 

8 
ハンドボール 

協会 
市内高校強化練習会 

4/23.24、5/7.8.21 

5/22、9/17.18.19、

3/29.30 

高校のチーム 40（280） 

9 
ラグビーフットボ

ール協会 
強化練習会 4/17～3/12 14回 高校生 70(800) 

10 空手道連盟 

春季強化合宿 5/5 小学生～一般 35 

夏季強化合宿 7/24 小学生～一般 20 

秋季強化合宿 9/18 小学生～一般 20 

11 日本拳法会 強化練習会Ｂ 4/10～10/30 6回 高校生・一般 14（58） 

                 合計   926（4,122） 

（  ）内は延べ人数 

 

② 激励金交付事業 

   鈴鹿市体育協会激励金交付事業実施要綱に基づき、全国大会又は国際大会に出場する選手・チ 

ームに激励金を交付することにより、大会での活躍を支援するとともに、スポーツ競技の普及、振興及 

び競技力の向上に寄与することを目的に実施しました。 
 

③ 表彰事業 

   鈴鹿市体育協会表彰規程に基づき、ジュニア年代において顕著な成績をおさめたもの又は他の 

模範と認められる活動等を行ったものを表彰することにより、ジュニア選手の育成、強化の推進に寄 

与することを目的に実施しました。 

開催日時：平成２９年３月１１日（日）９：３０～１１：３０ 

会   場：鈴鹿市ふれあいホール 

被表彰者：個人６２名、８団体５９名  

 

④ 後援事業 

競技団体及びスポーツ関係団体が、スポーツの振興や市民の健康づくりのために行った事業で、

当協会の活動の趣旨と合っていると認めたものについては、当協会の名義使用を認めた後援事業と

しました。 
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(6) 中学生競技力向上トレーニング講習会の開催 

開催日時：平成２９年２月２６日（日） ９：００～１２：００ 

会    場：鈴鹿市平田野中学校体育館 

テ ー マ：「メンタル＆アスレティックトレーニング」 

参加者数： ６５ 名（中学校運動部の生徒と顧問） 

 

(7) 競技力向上指導者研修会の開催 

開催日時：平成２９年２月５日（日）１０：００～１２：００ 

会 場：鈴鹿工業高等専門学校 第一体育館 

テ ー マ：体幹トレーニング 

参加者数：６１名 

 

(8) スポーツ医科学の調査・研究・啓発事業 

① 医科学講演会の開催 

開催日時：平成２９年３月１１日（土）９：３０～１０：１５ 

会 場：鈴鹿市ふれあいホール  

テーマ 

「怪我のしにくい体づくり」  

「ドーピングの基礎知識」 

   参加者数：２００ 名 

 

② 救急救命とＡＥＤ講習会の開催 

開催日時：平成２８年１０月１５日（土）１３：１０～１７：００ 

会 場：鈴鹿回生病院研修棟 ３階講義室 

テ ー マ：心肺蘇生法と AED～2015ガイドラインを踏まえて～ 

参加者数：２４名 

 

③ 鈴鹿市小中学校スポーツ新聞・ポスターの発行 

    テ ー マ：「正しい姿勢と体幹」 

   後  援：鈴鹿市 鈴鹿市教育委員会 

発行枚数：チラシ１３，５００部（小学４年生～中学３年生）、ポスター２００部 

 

(9) スポーツ少年団事業 

  ① 鈴鹿市スポーツ少年団の登録状況（平成２８年度） 

３４団  ７３４人 

 

②  総会の開催 

開催日時：平成２８年６月１４日（火） 

   会  場：ＡＧＦ鈴鹿体育館大会議室 
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   出 席 者：３６名 

   議  事：(1) 平成２７年度事業報告について 

               (2) 平成２７年度収支決算及び監査報告について 

              (3) 平成２８年度事業計画について 

              (4) 平成２８年度活動予算について 

         (5) 平成２８・２９年度鈴鹿市スポーツ少年団役員の選任について 

 

③  第４７回鈴鹿市スポーツ少年大会 

 開催日時：平成２８年７月３１日（日） 

   会  場：ＡＧＦ鈴鹿体育館 

    参加者数：１２団１８７人 

 

④  第３３回鈴鹿市スポーツ少年団駅伝大会 

    開催日時：平成２９年２月５日（日） 

    会  場：鈴鹿青少年の森トリムコース・鈴鹿青少年センター（研修室） 

    参加者数：２３団４４０人 

  

(10) 三重国体に向けた取組 

  平成 33 年に開催の「三重とこわか国体」では、鈴鹿市において、多くの競技種目が実施されます。

鈴鹿市体育協会は、国民体育大会鈴鹿市準備委員会に参画し、関係機関・部局、関係団体と連携、

交流を図りました。また、国体開催を市民に PRするため、「三重とこわか国体」のマスコットキャラクタ

ー「とこまる」を用いた缶バッチを制作し各加盟競技団体へ配布しました。 

 

(11) 鈴鹿市体育協会創立７０周年記念事業の開催 

   鈴鹿市体育協会は、昭和２１年４月に設立され、平成２８年度に創立７０周年を迎えました。

そこで、節目となる記念の年に、体育協会と加盟競技団体等がより発展し、また、市民のスポ

ーツ、健康づくりへの関心がさらに高まるきっかけとするため、記念事業を開催しました。記

念事業は、理事会で承認された実行委員会を組織し、各種事業を展開しました。 

 

①  石垣池公園スポーツフェスタの開催 

   開催日時：平成２８年１０月３０日（日）９：００～１５；００ 

   会  場：石垣池公園、ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場、野球場 

   参加者数：５２組 ２７７人 

  

② 鈴鹿市体育協会シンボルマークの募集 

  当協会の活動を広く知っていただき、より親しくより愛されるシンボルとして活用するため 

市民のみなさまからシンボルマークを募集しました。 

  応募期間：平成２８年１１月２１日（月）～１２月２５日（日） 

  応募作品：５５点 
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  選考方法：１月１９日開催の第４回理事会において最優秀作品１点、優秀作品３点を決定し、

最優秀作品を当協会のシンボルマークとして採用しました。 

  選考結果：最優秀作品 １名 

       優秀作品  ３名 

   

③ スポーツ功労者表彰 

  鈴鹿市体育協会スポーツ功労者表彰規程に基づき、体育協会、加盟団体等の役員で長年にわ 

たり本会、加盟団体等の発展に寄与いただいた方、加盟団体等の指導者で長年にわたりスポー 

ツ振興に寄与いただいた方、また優秀選手の育成に顕著な功績をあげられた方への表彰を行い 

ました。 

表彰は、平成２９年２月１２（日）に開催しました創立７０周年記念式典において熊沢会長 

から感謝状と記念品の贈呈が行われました。 

被表彰者数： ２７名                      

 

④ 創立７０周年記念式典・交流会の開催 

 開催日時：平成２９年２月１２日（日）１７：００～２０：３０ 

 会  場：鈴鹿サーキットさくらホール 

 出 席 者：１３５名 

 式 次 第：記念式典と交流会 

・スポーツ功労者表彰 受賞者２７名の方へ感謝状、記念品の贈呈 

･ シンボルマーク最優秀賞、優秀賞の表彰 ４名の方へ表彰状・副賞の贈呈 

   

２．法人の運営 

(1) 理 事 会 
  

会議名 開催日 議事・協議・報告事項 審議結果 

第１回 28.5.14 

[議事事項] 

・鈴鹿市体育協会定款の一部改正について 

・平成２７年度事業報告について 

・平成２７年度活動決算の認定について 

・平成２８年度事業計画について 

・平成２８年度活動予算について 

・鈴鹿市体育協会役員の選出に関する規程の一部改正について 

・鈴鹿市スポーツ少年団規程の制定について 

・鈴鹿市体育協会特定個人情報の保護に関する気泡方針の制定

について 

・鈴鹿市体育協会特定個人情報の適正な取扱いに関する規程の

制定について 

・理事会推薦理事の選出について 

[報告事項] 

原案どおり承認 
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・専門委員会からの報告事項 

・事務局からの報告事項 

第２回 28.6.30 

[議事事項] 

・平成２８年度・２９年度の専門委員会委員の委嘱について 

[協議事項] 

・鈴鹿市体育協会創立７０周年記念事業について 

[報告事項] 

・専門委員会からの報告事項 

・事務局からの報告事項 

 

原案どおり承認 

 

提案どおり了承 

第３回 28.9.27 

[議事事項] 

・特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会スポーツ功労者表彰規程

の制定について 

[報告事項] 

・創立７０周年記念事業実行委員会からの報告事項 

・専門委員会からの報告事項 

・事務局からの報告事項 

 

原案どおり承認 

第４回 

 

29.1.29 

 

[議事事項] 

・特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会スポーツ功労者被表彰者

の承認について 

・特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会シンボルマークの最優秀

作品と優秀作品の選考について 

[報告事項] 

・創立７０周年記念事業実行委員会からの報告事項 

・専門委員会からの報告事項 

・事務局からの報告事項 

 

 

原案どおり承認 

(2) 総 会 
 

会議名 開催日 議  事  事  項 審議結果 

通常 

総会 

28.5.29 

 

・ 鈴鹿市体育協会定款の一部改正について 

・平成２７年度事業報告について 

・平成２７年度活動決算の認定について 

・平成２８年度事業計画について 

・平成２８年度活動予算について 

・平成 28・29年度鈴鹿市体育協会役員の選任について 

原案どおり承認 

(3) 専門委員会 
 

会議名 開催日 検討・協議事項 

 

 

28.5.2 

 

・鈴鹿市スポーツ少年団規程の制定について 

・特定非営利活動法人鈴鹿市体育協会定款の一部改正について 

・鈴鹿市体育協会役員の選出に関する規程の一部改正について 
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３．指定管理を受託した運動施設等・公園施設の管理運営業務 

鈴鹿市の運動施設等及び公園施設の管理運営を受託し、施設の維持管理及び有効活用を通して、

多様な利用ニーズに応え、利用機会の増大やサービス水準の向上に向けた取り組みを行いました。 

(1) 鈴鹿市立運動施設等及び公園施設指定管理業務 

  平成 26年度から平成 29年度まで、４年間の協定による鈴鹿市の指定管理者として、市内の運動 

施設等及び公園の管理業務を実施しました。 

 
①  管理運営業務内容 

(1) 施設の使用許可、その取り消し、その他全ての施設の利用に関すること。 

(2) 施設の利用料金及び使用料の徴収に関すること。 

(3) 施設、付属設備及び備品の維持管理・修繕に関すること。 

(4) スポーツ教室の開催に関すること。 

(5) 施設を利用した自主事業（イベント、教室などの主催事業）に関すること。 

(6) その他管理運営に関し、市長又は教育委員会が指定すること。 

(7) その他、各施設管理業務仕様書に示す業務 

 

② 利用者へのサービス提供に関する取組 

 

③ 施設等の長寿命化と安全・安心の取組 

総務委員 

会  

 

 

 

 

 

・鈴鹿市体育協会特定個人情報に関する基本方針の制定について 

・鈴鹿市体育協会特定個人情報の適正な取扱いに関する規程の制定について 

28.7.19 
・交付金交付事業の審査について 

・広報活動、情報発信の強化について 

28.9.13 

 

・スポーツ功労者表彰規程の制定について 

・創立７０周年記念事業について 

・F１グランプリ「鈴鹿市民応援席」のプレゼントについて 

29.1.16 

・スポーツ功労者被表彰者について 

・創立７０周年記念事業実行委員会からの報告について 

・鈴鹿市体育協会シンボルマーク入賞作品の選考について 

・鈴鹿市体育協会会計規程（案）について 

競技力向

上委員会 

28.7.6 
・交付金事業の審査について 

・平成２８年度競技力向上委員会事業について 

28.12.16 

・競技力向上指導者研修会について 

・鈴鹿市中学生競技力向上トレーニング講習会について 

・協会主催親子野球スクール事業について 

医科学委

員 会 

28.7.15 ・平成２８年度医科学講習会、研修会、啓発事業について 

29.2.13 
・スポーツ障害予防啓発事業について 

・医科学講演会の開催について 
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④ 専門的な人材の育成と職員のスキルアップのための取組 

 

⑤ スポーツ教室の開催 

 （1）各種スポーツ教室の開催 

No 教 室 名 開 催 場 所 募集定員 区分 参加者数 

１ 卓球 AGF鈴鹿体育館 60 
前期 61（852） 

後期 63（851） 

２ バレーボール AGF鈴鹿体育館 50 
前期 24（323） 

後期 28（362） 

３ バドミントン AGF鈴鹿体育館   40 
前期 40（477） 

後期 40（491） 

４ 健康 AGF鈴鹿体育館 80 
前期 31（417） 

後期 26（301） 

５ 女性健康 AGF鈴鹿体育館 150 
前期 123（1,328） 

後期 125（1,378） 

６ リフレッシュ体操 AGF鈴鹿体育館 50 
前期 26（312） 

後期 27（274） 

７ テニス 市立テニスコート 45 
前期 43（402） 

後期 42（417） 

８ シニアテニス 市立テニスコート 25 
前期 24（339） 

後期 25（324） 

９ ヨガ（午前） 市武道館 50 
前期 73（678） 

後期 72（569） 

10 ヨガ（午後） 市武道館 50 
 前期 51（455） 

 後期 51（470） 

11 弓道 市武道館 30 
 前期 28（279） 

 後期 36（406） 

12 なぎなた 市武道館 30 
 前期 13(132) 

 後期 11（139） 

13 柔道 市武道館 80 
 前期 45（735） 

 後期 46（799） 

14 剣道 市武道館 80 
 前期 21（396） 

 後期 19（380） 
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15 相撲 市武道館 20組  7組 15（49） 

16 わんぱく 市武道館 20組  13組 33（145） 

  合     計 1,262（14,480） 

（  ）内は延べ人数 

 

⓺ 指定管理施設の有効活用、利用促進を目的とした自主事業の開催 
 

No 教 室 名 開 催 場 所 募集定員 区分 参加者数 

１ ソフトバレー ＡＧＦ鈴鹿体育館 80 
前期 53（505） 

後期 53（454） 

２ やさしいヨガ ＡＧＦ鈴鹿体育館 100 
前期 85（794） 

後期 101（454） 

３ 簡単エアロビック ＡＧＦ鈴鹿体育館 100 
前期 54（458） 

後期 50（422） 

４ スローエアロ ＡＧＦ鈴鹿体育館 30 
前期 14（128） 

後期 11（102） 

５ 太極拳 ＡＧＦ鈴鹿体育館 20 
前期 28（340） 

後期 28（363） 

６ 社交ダンス ＡＧＦ鈴鹿体育館 30 
前期 30（347） 

後期 25（309） 

７ ハンドボール ＡＧＦ鈴鹿体育館 30 
前期 23（282） 

後期 18（200） 

８ ウォーキング 
鈴鹿回生病院 

AGF鈴鹿陸上競技場 
50 

前期 45（798） 

後期 42（472） 

９ スロージョギング 
鈴鹿回生病院 

AGF鈴鹿陸上競技場 
50 

前期 25（265） 

後期 23（274） 

10 バドミントン 西部体育館 30 
前期 13（124） 

後期 18（160） 

11 
年末年始市立テニスコー

ト無料開放 

市立テニスコート － 776 

12 そば打ち体験教室 農村環境改善センター   12 12 

13 和太鼓体験教室 農村環境改善センター 10 14 

14 キッズ料理教室 農村環境改善センター   18 12 
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15 
石垣池公園スポーツフェ

スタ 

石垣池公園、ＡＧＦ鈴鹿

陸上競技場、野球場 

50組 
52組 277人 

  合計  1,830（8,444） 

（  ）内は延べ人数 

 

⑦ 施設利用・スポーツ教室に関するお客様アンケート調査の実施 

(1)スポーツ教室満足度調査 

方 法：受講生に 

回 数：各期終了後１回 

回答数：  ８４２人 

満足度：  ９６，４％ （普通～満足） 

 

(2)スポーツ施設利用のお客様アンケート調査 

方 法：各施設窓口で記入 

期 間：平成２８年１０月１日～１１月３０日の２か月間 

アンケート集約数：8８７件 （平成 2７年度 ８７３件） 

    満足度： ９３．０％   

⑧  施設利用者の利便性を向上させる事業【収益事業】 

（1）  自動販売機の設置 

（2）  スポーツ用品等の販売 

（3）  コピー・印刷サービス 


