
1　概況

２　組織及び職員数

（１）組織図

◎事務局長

◎事務局長補佐

・人事、経理 ・体育館管理総括 ・テニスコート管理総括

・スポーツ推進事業 ・プール管理総括 ・屋外施設管理総括

（２）職員数

嘱託職員 54人 56人 46人

計 77人 79人 69人

プロパー職員(再雇用) (1人) (1人) －

　 　

平成２９年度 公益財団法人 金沢市スポーツ事業団 事業報告

理　事　長

事　務　局

総務兼
スポーツ推進係

施設管理第１係

年度区分 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度

　平成29年度は、市民の健康増進及びスポーツの振興に関する事業を展開し、より一層市民

が気軽に安心してスポーツに親しむことができるよう金沢市関連各課及び外郭団体との連携

を強化し、スポーツ推進事業の充実を図りました。主な新規事業として、「かなざわスポー

ツ川柳コンテスト」「部活入ろうキャンペーン」を開催しました。また、事業団の認知度向

上を図るため、平成30年度に向けホームページのリニューアルに取り組み、更に利用料金制

導入に伴う収入増加策として、自動販売機設置業者を一本化する「金沢市スポーツ施設自動

販売機設置事業者選定プロポーザル」も実施しました。

　施設利用者数・自販機手数料収入等については、総合プールの閉鎖や大規模改修による施

設休業、また７月の金沢観測史上最大の豪雨や２月の平成２番目の大雪により施設を臨時休

業せざるを得ない事態もあり、全施設の利用者数は1,938,126人となり、自販機・スポーツ用

品販売手数料等収入額については20,101,566円となりました。

　スポーツ推進事業は全209教室を開講し、延べ参加者数は128,263人となり、受講料収入は

71,741,366円となりました。

城北市民運動公園
担当

施設管理第２係

理事長 1人 1人 1人

プロパー職員 14人 14人 14人

事務局長補佐 ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1人) ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1人) ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1人)

事務局長 ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1人) ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1人) ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1人)

市派遣職員 － － －

臨時職員 8人 8人 8人



３　生涯スポーツ推進事業スポーツ推進事業

（１）高齢者健康活動支援事業

①　介護予防を目的にした運動特化型の教室等を開催しました。

　　いきいき３Ｂ教室（総合・中央・額谷・城西）、健康体操（中央・森本・城東・憩い・鳴和台）

　 ②　余暇時間に楽しく運動できる教室を開催しました。

　　ゆったりスイミング（西部プール）、かんたんヨガ（中央・鳴和台・城東）、太極拳健康教室、

　　スマイルファンソン気功、シニアのためのテニスレッスン、シニア＆ビギナーズテニス交流会

③　金沢市健康政策課からの受託事業として、高齢者対象の健康教室を開催しました。

　　転ばん元気な体づくり教室（総合体育館、鳴和台体育館、額谷ふれあい体育館等）

④　（公財）金沢総合健康センターとの連携し、健康センタートレーニング室へ運動

指導員を派遣し、トレーニング時のサポートや運動アドバイスを行いました。

⑤　地域で活動する高齢者団体へ指導者を派遣し、転倒予防や認知症予防の運動

指導を行いました。

高齢者健康活動支援事業　計

（２）地域健康スポーツ活動支援事業

①　公民館や地区校下及び市内企業等へ、スポーツ用具の貸出しやスポーツ指導者の派遣

　また、出張で体力測定を実施しました。

　　スポーツ用具貸出、地域健康活動指導者派遣、出張体力測定

②　スポーツをテーマにしたイベントを開催しました。

　　(新)スポーツ川柳、フォトコンテスト

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

― ― 2回 1,243人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

9教室

6教室 81人 48回 499人

― 100人 20回 4,600人

― ― 226回

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

18,465人

10教室 106人 357回 2,804人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

402人 257回 2,133人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

19,241人

8,429人290回100人―

7,052,372円

受講料収入

教室数 登録者数 貸出及び派遣回数 延べ参加者数

25教室 789人 972回

延べ参加者数開催回数登録者数教室数



③　市民の運動・スポーツ実施率向上を目的とした健康スポーツ教室等を開催しました。

　　健康体力づくり教室（総合・鳴和台）、3Ｂ体操、フラダンス教室、大人のエンジョイテニス教室(総合・安原・

　　地区体育館）、ポールウォーキング＆ポールピラティス、ヨガ教室、わいわい健康教室

④　主に勤労者を対象に運動・スポーツ実施率向上を目的とした健康スポーツ教室を

　平日夜間及び休日に開催しました。

　　クラシックバレエ、ヨガ教室、大人のエンジョイテニス教室（地区体育館）、東金沢エンジョイテニス活動、

　　ナイトスイミング教室(西部・鳴和台)、テニスの日イベントボレーボレー

地域健康スポーツ活動支援事業　計

（３）子どもの身体づくり支援事業

①　幼児を対象に、心身の健全な発育発達を目的としたスポーツ教室を開催しました。

　　キッズサッカー、キッズテニス、キッズスイミング（西部・鳴和台プール）、チャレンジ体育教室（総合・鳴和台）

    ロディヨガ

②　小学生を対象に、心身の健全な発育発達を目的としたスポーツ教室を開催しました。

　　ジュニアサッカー、ジュニアテニス、ジュニアスイミング（西部・鳴和台プール）

③　苦手克服サポート教室やいろいろなスポーツの体験教室等を開催しました。

　　ジュニアスイミングパーソナルレッスン、チャレンジ体育・スポーツ教室（総合・鳴和台）、夏休みジュニアスイ

　　ミング、夏休みジュニア卓球、初心者スキー、クロスカントリースキー、初心者スノーボード、ボーゲンからのレ

　　ベルアップ、スポだめし！、(新)部活入ろうキャンペーン(ソフトテニス)

④　しなやかな身体づくりやリズム感を養うことを目的としたダンス・バレエ教室を開催

　しました。

　　クラシックバレエ、キッズヒップホップダンス

子どもの身体づくり支援事業　計

22,046,124円52教室 1,129人 1,601回 17,189人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

3教室 27人 132回

151人

31,626,012円

受講料収入

開催回数 延べ参加者数

1,097人

延べ参加者数

11教室 618人 281回

15教室 443回 4,291人

279回 2,721人

105教室 1,280人 3,980回 70,053人

登録者数 開催回数 延べ参加者数

教室数 登録者数

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

23教室 333人 745回 9,722人

教室数 登録者数 開催回数

2,079人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

受講料収入

8教室 269人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

97教室 1,011人 3,473回 46,848人

教室数



（４）わくわく子育て支援事業

①　親子一緒に楽しめるスポーツ教室やイベントを開催しました。

　　親子ふれあい教室（総合・中央）、ベビーサイン教室、親子わくわくイベント（お花見散策・テニスイベント・

　　夏休みスポーツフェスタ・内川まつり・バレンタインイベント）、スポーツフェスティバル、全国統一かけっこ

　　チャレンジ、七夕飾りを作ろう、(新)親子水中運動会

わくわく子育て支援事業　計

（５）ジュニアアスリート競技力向上サポート事業

①　競技力向上を目的としたスポーツ教室を開催しました。

　　スキルアップジュニアテニス・ジュニアソフトテニス、サマージュニアテニス

ジュニアアスリート競技力向上サポート事業　計

　

（６）障がい者スポーツ活動支援事業

①　（公財）金沢福祉サービス公社と連携し、健康教室を開催し専門指導者を派遣しました。

　　健康教室指導者派遣

②　障がい者や高齢者、子どもも含め全ての人が同じスポーツで楽しめる大会やイベントを開催

　しました。

　　(新)障がい者スポーツ出前体験講座、卓球バレー大会、パラスポーツを体験しよう！

障がい者スポーツ活動支援事業　計

（７）金沢マラソンサポート事業

①　金沢マラソンへの参加を目指す市民ランナーや、これからランニングを始める初心者等が

　参加できるマラソン教室やイベントを開催しました。

　サタデーラン教室、ナイトラン教室、シニア＆ビギナーズラン教室、(新)ランニングクリニック、

　(新)ジュニアランニングレッスン

金沢マラソンサポート事業　計

受講料収入

4,127,442円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

11教室

受講料収入

4,161,476円

受講料収入

1,058,400円

受講料収入

1,669,540円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

5教室 410人 74回 2,026人

教室数 登録者数 開催回数

239回 2,823人

3教室 136人 4回 436人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

― ― 49回 490人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

1,428人 100回 16,781人

延べ参加者数

3教室 136人 53回 926人

8教室 145人



教室数 登録者数 開催回数

209教室 5,317人 7,019回

219教室 5,606人 7,737回

△ 10教室 △ 289人 △111回

４　スポーツ情報発信事業

　市民への情報提供ツールとして、ホームページ「かなざわスポーツねっと」を運用し、日々

情報発信を行うとともに、平成30年度に向けたリニューアルに取り組みました。また、「フェ

イスブックページ」では情報発信の迅速化と「いいね」によるファンの獲得に努めるとともに

　 「Sports Fan（機関誌）」を年２回発行しました。

　提供する情報は、スポーツ事業団が主催するイベント情報やスポーツ教室の活動状況、ボラ

ンティア清掃等の地域貢献活動に加え、「金沢マラソン」「ツエーゲン金沢・石川ミリオンス

ターズ・金沢武士団」「金沢市シルバー人材センターのイベント情報」「石川県埋蔵文化財セ

ンターのイベント情報」等金沢市や各関係団体の情報提供も行いました。

５　スポーツ振興に関する調査・研究事業

　平成29年度も引き続き有人施設において利用者満足度調査を実施し、利用者からのご意見を

参考に管理運営改善に努めました。

６　スポーツ施設利用促進事業

（１）年間調整会議の実施

　平成30年度に開催を予定している競技団体等の仮申込みの受付を行い、183団体から2,577件

の申し込みがありました。その中で申込みが重複した85団体について、金沢市総合体育館で利

用調整会議を実施し、全ての重複を調整したうえで年間スケジュールとして確定させ、円滑な

利用管理に努めました。

（２）金沢市スポーツ施設予約システムの運用

　不特定多数の方が公平に利用予約や空き情報の照会が行える「金沢市スポーツ施設予約シス

テム」の管理運営を行いました。

　また、平成29年度末で有効期限が切れる633グループのうち329グループの更新手続を行いま

した。

(更新済) (期限切) (更新率)

329 304 52.0%

【スポーツ推進事業決算比較】

△ 2,916,503円 △ 1,983,315円

受講料収入

71,741,366円

平成28年度(B)

128,263人 101,946,046円

74,657,869円157,115人 103,929,361円

区分

△ 28,852人増減(A)-(B)

H29更新前 H29更新後 H30.5現在[新規](H29更新対象)

平成29年度(A)

延べ参加者数 事業支出 (人件費込)

2,137[82]2,359 2,055633



（３）スポーツ施設利用チケットの発行（合計　23,168枚）

　各種助成券による施設利用促進に努めました。（助成金額：100円～1,000円）

金沢市役所こども政策推進課

市営施設等利用助成券

スポーツ施設利用回数券補助券

金沢市営テニスコート利用補助券

レジャークーポン

スキー場１日リフト券利用補助券

スキーリフト利用補助券 (一財)石川県職員互助会

スキーリフト利用補助券 (一財)金沢市教職員厚生協会

スキーリフト券引換券　回数券

スキーリフト券引換券　半日券

金沢市体育施設利用券

（４）広報活動の積極的な取り組み

　金沢市広報欄（毎週火曜日）へのスポーツ推進事業（スポーツ教室）及びイベント等の積極

的な掲載を図るとともに、ニュースリリースによる報道機関への情報提供を行いました。

７　スポーツ行事・スポーツ活動の協力・支援

（１）金沢市主催事業の大会ＰＲを各体育施設で

　「金沢ウォーク」や「金沢マラソン」等の金沢市主催事業のＰＲを体育施設窓口で行い、大

会当日には運営補助員として参加しました。また、今年度初めて開催された「ジュニアランニ

ングレッスン」では金沢市からの委託を受け、企画・運営し金沢マラソンのＰＲに努めました。

８　スポーツ活動拠点の管理運営・環境整備

（１）管理施設の概要

13枚

130枚

83枚

(公財)金沢勤労者福祉サービスセンター

(公財)金沢勤労者福祉サービスセンター

(公財)金沢勤労者福祉サービスセンター

 

※平成29年度から総合プールが閉鎖されましたが、解体されるまで管理を受託している。

(公財)金沢勤労者福祉サービスセンター

年度区分 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度   

(株)中日新聞社

50枚

162枚

44枚

74枚

スキーリフト利用券 石川県市町村職員共済組合

(公財)石川県体育協会[医王山SC]

1,189枚

管理施設数 51施設 51施設 43施設  

(公財)石川県体育協会[医王山SC]

助成券 発行団体

かなざわ子育て虹色・すまいるクーポン

金沢市職員互助会

利用枚数

17,649枚

2,555枚

640枚

579枚



（２）施設利用状況等

城西市民体育館

浅野川市民体育館 城南市民体育館 城北市民体育館 森本市民体育館 額谷ふれあい体育館
体育館等(10)

総合体育館 中央市民体育館 城東市民体育館 城東テニスコート

①指定管理施設（４５施設）

テニスコート等
(5)

城北市民テニスコー
ト

西金沢テニスコート 大徳テニスコート 東金沢スポーツ広場 西金沢少年運動広場

屋外スポーツ施設
等(12)

ジュニアスポーツ
コート

スポーツ交流広場

市民野球場 市民サッカー場 安原スポーツ広場 陸上競技場 球技場

専光寺ソフトボール
場

医王山スキー場 内川スポーツ広場 戸室スポーツ広場

湊野球場 浅野運動広場

浅野テニスコート
こなん水辺グラウン
ドゴルフ場

伏見川グラウンド 　 　

本田圭佑クライフ
コート

無人施設(13)

額谷運動広場 久安運動広場 大桑運動広場 田上運動広場 医王山運動広場

法光寺運動広場
金沢テクノパーク運
動広場

湊運動公園

②受託施設（５施設）

加賀朝日町グラウン
ドゴルフ場

鞍月広場
森本こどもグラウン
ド

伏見川スポーツ公園

③共同事業体施設（１施設）

金沢プール共同事業

体施設(1)
金沢プール

施設利用人数 1,938,126人 △108,043人 5.3％減 2,046,169人 1,555,611人

旧総合プール

年度区分 平成２９年度 前年度対比 平成２８年度 平成２７年度

　団体利用人数 1,243,124人 △43,315人 3.4％減 1,286,439人 1,073,967人

　個人利用人数 695,002人 △64,728人 8.5％減 759,730人 481,644人

プール等

団体利用件数 57,566件 △5,951件 9.4％減 63,517件 54,207件

167,439,510円 △16,449,190円 8.9％減 183,888,700円 128,758,515円

施設区分別 平成２９年度 前年度対比 平成２８年度

5.3％減 2,046,169人

無人施設(5)

テニスコート等

1.5％減 55,495人

合　　　計 1,938,126人 △108,043人

①施設別利用人数

165,100人 △8,405人 4.8％減 173,505人

プール等(5)
西部市民体育会館
（体育館）

西部市民体育会館
（プール）

西部市民憩いの家

734,920人

条例外受託施設 54,651人 △844人

鳴和台市民体育会館
（体育館）

鳴和台市民体育会館
（プール）

24.2％減 394,209人

減免料金額 26,976,660円 55,130円 0.2％増 26,921,530円 20,595,825円

使用料徴収額

体育館等 665,009人 △23,031人 3.3％減 688,040人

298,953人 △95,256人

屋外スポーツ施設等 754,413人 19,493人 2.7％増



（３）利用者ニーズへの対応

　施設整備工事（金沢市）

①浅野川体育館内部・外部改修工事（競技場ＬＥＤ照明・床・トイレ・更衣室）

＜休業：1月4日～3月9日＞

②西部市民プール及び西部市民憩の家（浴室）熱源供給設備点検

＜休業：プール　9月4日～10月21日、憩の家　9月4日～11月16日＞

③城東テニスコート人工芝張替工事（２面）

＜休業：9月19日～9月29日＞

④大徳テニスコート人工芝張替工事（２面）

＜休業：7月10日～7月21日＞

⑤専光寺ソフトボール場第1・第2グラウンド改修工事

＜休業：⒒月22日～3月23日＞

⑥総合体育館改修工事（第2・3競技場屋根・外壁、空調設備、監視カメラ）

⑦額谷ふれあい体育館外壁・屋根改修工事

⑧安原スポーツ広場屋外トイレ改修工事

⑨医王山スキー場ファミリーリフト原動機整備工事

　その他

⑩総合体育館観覧席ソフトバンクWi-Fi設置

⑪窓口筆談対応（２２施設）

⑫中央体育館走路、足元灯設置

⑬卓球台天板取替（８施設　２３台）

⑭駐車場ライン引き（８施設　７８１台）

⑮シューズのまま履けるトイレ用デカスリッパ設置（５施設　１０足）

合　　　計 167,439,510円 △16,449,190円

40,217,640円

②施設別使用料金

7.5％減 30,248,970円

屋外スポーツ施設等 42,968,200円 2,750,560円

△2,263,460円

プール等

体育館等

36,084,040円 △15,428,025円 30.0％減 51,512,065円

平成２９年度 前年度対比 平成２８年度

8.9％減 183,888,700円

③総合体育館トレーニング室利用人数（再掲）

テニスコート等 27,985,510円

60,401,760円 △1,508,265円 2.4％減 61,910,025円

6.8％増

施設区分別 平成２９年度 前年度対比 平成２８年度

市営体育施設 20,101,566円 △602,695円 2.9％減 20,704,261円

④自販機・スポーツ用品販売手数料等収入額

施設区分別 平成２９年度 前年度対比 平成２８年度

総合体育館トレーニング室 47,009人 △553人

施設区分別

1.2％減 47,562人



⑯災害用防球フェンス設置（２施設　５５枚）

⑰冷水器設置（２施設）

⑱こども１１０番の家認可（１７施設）

（４）地域貢献活動への取り組み

①ボランティア清掃の実施（金沢南総合運動公園、城北市民運動公園、クリーンビーチいしかわ）

②各種リサイクル活動の取り組み

（エコキャップ回収活動、使用済トナーカートリッジリサイクル活動、廃棄テニスボールの再利用）

③中学生の職場体験受入れ

④福祉作業所の自立支援協力（イベント時のお菓子等の販売）

⑤献血活動への参加

⑥自動販売機設置による各種支援（オリンピック３台、福祉施設３台、プロスポーツ１台）

（５）職員の資質向上

①各種外部研修への派遣（索道技術研修、社会保険セミナー、ＪＰＰＣ日本公共スポーツ施策推進

　協議会研修、財務会計事務研修、異業種交流研修、マネジメントセミナー、改正育児・介護休業

　法研修、安全運転管理者法定講習、北信越体育施設研究協議会、日赤救急法救急員資格継続研修、

　電話＆クレーム研修等）

②職場内職員研修の実施（救急法講習、防災訓練、グラウンド整備講習、プール救助訓練、施設利

　用料金取扱い、さわやか応対等）

③スローガンの職員提案制度の実施（職員の意欲高揚を目的とする）

　


