
Ⅰ　概況
　平成３１年度も公益法人として、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

市民の心身の健全な発達と健康で活力ある生活の形成を図ることを目的とした公益事業を推進

してまいります。

　さらに、金沢市の施策に呼応し、金沢市役所関係各課及び外郭団体との連携強化を図り、ス

ポーツ、健康、福祉等の各分野を通じて市民の健康スポーツ活動の支援及び金沢市主催事業へ

の支援に努め、金沢市スポーツ文化推進条例の「する・観る・支える・応援する・語る」スポ

ーツの実現に寄与してまいります。

　また、新たに城北市民運動公園内に設置された、本年４月オープン予定の屋内交流広場を共

同事業体の一員として管理施設に加え、当事業団がこれまで培ってきた管理運営ノウハウを活

用し、利用者の環境整備に努めてまいります。

　本年７月から、子どもたちを含むすべてのお客様を受動喫煙から守るため、市営スポーツ施

設において、敷地内禁煙を実施します。

　今後とも、金沢市営体育施設の指定管理者として、業務の効率化を図り、経費の節減及び収

入増加に努めるとともに、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

スポーツ施設の安全管理の徹底、公平公正な施設管理、市民ニーズへの対応、情報の発信に努

めてまいります。

１　組織及び職員数

（１）組織図

◎事務局長

◎事務局長補佐

・理事会、評議員会

・スポーツ推進事業

（２）職員数

－ －

施 設 管 理
第 １ 係

総務兼スポーツ
推 進 係

事　務　局

平成３１年度 公益財団法人 金沢市スポーツ事業団事業計画

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)

54人 54人 56人 46人

平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度

理 事 長 1人 1人 1人 1人 1人

理　事　長

年 度 区 分 平成３１年度予定

(1人)プロパー職員（再雇用）

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) ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1人) ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1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)

8人

プ ロ パ ー 職 員 14人 14人 14人 14人 14人

嘱 託 職 員 54人

臨 時 職 員 8人 8人 8人 8人

(1人) (1人)

69人

・人事、経理

・給与、服務

合　　　計 77人 77人 77人 79人

市 派 遣 職 員 － － － － －

・体育館管理統括

・プール管理統括
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・テニスコート管理統括

・屋外施設管理統括

城 北 市 民
運動公園担当



２　スポーツ推進事業

（１）高齢者健康活動支援事業

　　高齢者対象の寝たきり予防、認知症予防等を目的としたさまざまな運動プログラムの提供、

　また身体の機能改善・回復を目的とした運動プログラムの提供、余暇時間に楽しく運動する

　機会を提供することにより、すべての高齢者が元気で健康的な日常生活を営み、医療費の削

　減につながることを目指します。その他、金沢市主催の健康教室へ指導者を派遣し、金沢市

　の施策をサポートします。

①　寝たきり予防、認知症予防等を目的にした運動プログラムの提供

　高齢者健康体操教室、いきいき３Ｂ教室

②　余暇時間に楽しく運動する機会の提供

　ゆったりスイミング、かんたんヨガ、太極拳健康教室、スマイルファンソン気功、

③　金沢市主催の高齢者健康教室への指導者派遣

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

　　地域や地区校下又は市内企業等へ、スポーツ用具の貸出しやスポーツ指導者の派遣等、コ

　ミュニティの健康スポーツ活動をサポートします。

　　また、金沢市体育施設で健康・体力づくりを目的としたさまざまな健康スポーツ教室を開

　催し、市民の運動・スポーツ実施率向上を目指します。

①　地域コミュニティ健康スポーツ活動のサポート

　スポーツ用具貸出、地域活動指導者派遣、出張体力測定

②　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の開催

　健康体力づくり教室、３Ｂ体操、フラダンス教室、ヨガ教室、ポールウォーキング、

　大人のエンジョイテニス教室、エンジョイテニス活動

③　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

　クラシックバレエ、アロマヨガ、ボディデザインヨガ、朝すっきり健康ヨガ、大人のエンジョイテニス教室

地域健康スポーツ活動支援事業　計

12教室 466人 348回 3,374人 3,720,600円

96教室 922人 3,408回 44,032人 24,280,920円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

3教室 55人 330回 6,500人 192,000円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

694回 5,908人 4,081,160円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

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 74人 257回 1,806人 1,642,260円

19教室 164人

10教室 70人 357回 2,502人 1,926,900円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

1教室 20人 80回 1,600人 512,000円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

111教室 1,443人 4,086回 53,906人 28,193,520円



（３）子どもの身体づくり支援事業

　　幼児や子どもを対象に心身の健全な発育発達を目的にさまざまなスポーツ教室を開催しま

　す。また、鉄棒やマット運動等苦手を克服するサポート教室や新しいスポーツに体験・挑戦

　することのできるスポーツ教室、リズムや身体のしなやかさを養うためのダンスやバレエ教

　室を開催します。幼児期・児童期の子どもの成長にあわせた身体づくりをサポートします。

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の開催

　キッズサッカー、キッズテニス、キッズスイミング、キッズチャレンジ体育教室

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の開催

　ジュニアサッカー、ジュニアテニス、ジュニアスイミング

③　苦手克服サポートや体験スポーツ教室の開催

　夏休みラグビー教室、ジュニアスイミングパーソナルレッスン、ジュニアチャレンジ体育教室、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、スポだめし！

④　ダンス・バレエ教室の開催

　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

（４）わくわく子育て支援事業

　　親子一緒に楽しめるスポーツ教室や季節ごとの楽しいイベントを開催します。

　　また、子育てサポート健康講座を開催し、親と子どもが心豊かで健全な身体づくりを支援

　します。

①　親子一緒に楽しめるスポーツ教室やイベントの開催

　親子ふれあい、春のお花見無料開放、親子わくわくテニスレッスン・イベント、夏休み親子わくわくスポーツ

　フェスタ、うちかわまつり

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

　　ジュニアアスリートの競技力向上を目的に、専門知識を有する指導者による各種スポーツ

　教室を開催します。

①　競技力向上を目的としたスポーツ教室の開催

　スキルアップジュニアテニス、サマージュニアテニス、スキルアップジュニアソフトテニス

ジュニアアスリート競技力向上サポート事業　計

7教室 868人 66回 2,686人 421,800円

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 70人 260回 2,184人 2,998,720円

48教室 1,036人 1,570回 18,702人 23,986,050円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

3教室 22人 132回 976人 1,132,800円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

10教室 578人 194回 2,234人 2,819,550円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

22教室 306人 776回 10,812人 14,679,300円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

13教室 130人 468回 4,680人 5,354,400円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入



（６）障がい者スポーツ活動支援事業

　　障がい者が、楽しく身体を動かすことができるスポーツ教室を開催し、健康でかつ充実し

　た日常生活を営むことができるようにサポートします。

①　（公財）金沢市福祉サービス公社と連携し、障がい者の健康活動をサポートする事業を展

　開します。

　健康教室指導者派遣

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

　　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及び栄養学等さまざまな講習会を開催し市民ランナーやランニング

　愛好者の増加を目指します。

①　マラソン教室の開催

　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

金沢マラソンサポート事業　計

平成３１年度　スポーツ推進事業計画　合計（Ａ）

平成３０年度　スポーツ推進事業予定　合計（Ｂ）

増　減（Ａ）－（Ｂ）

△ 2 教室 △ 135 人 △ 71 回 △ 598 人 円 1,904,000 円

３　スポーツ情報発信事業

　ホームページ・広報誌等を活用し、これまで以上に市民に分かりやすく様々なスポーツ情報を発信

し、スポーツに関する興味・関心を高め、スポーツを始めるきっかけづくりやスポーツ活動の促進を

図ります。

（１）ホームページ（金沢市スポーツ施設予約システムの利用案内、スポーツ推進事業の事業案内、市

　営スポーツ施設の利用案内、サークル・クラブ紹介、大会等開催予定表の掲載、スポーツ施設Ｑ＆

　Ａ、スポーツ指導者派遣事業の案内、スポーツ用具の貸出し案内掲載等）

（２）フェイスブックの運用

（３）広報誌等（Sports Fanの発行、イベント案内チラシ・ポスター等の配布）

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

199教室

教室数 登録者数 開催回数

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

6,869回 87,184人 59,738,210円 90,921,000円

受講料収入 事業支出 (人件費込)

3,936人

事業支出 (人件費込)

1,823,040

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

1教室 10人 50回 500人 320,000円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

延べ参加者数 受講料収入

受講料収入

3教室 210人 72回 2,700人 1,560,000円

事業支出 (人件費込)

197教室 3,801人 6,798回 86,586人 61,561,250円 92,825,000円



４　スポーツ振興に関する調査・研究事業

　前年度に引き続き、有人施設において利用者満足度調査を実施するとともに、

「利用者意見交換会」を開催し、利用者の意見を参考に管理運営改善に努めます。

５　スポーツ施設利用促進事業

（１）施設全面使用年間調整会議の実施

　金沢市営体育施設で各競技団体及び一般団体が次年度に計画する大会を事前に新聞・ホームページ

で募集し、重複した日時・会場を調整し、公平に大会が開催されるよう円滑な管理運営に努めます。

（２）金沢市スポーツ施設予約システムの運用

　金沢市営スポーツ施設の利用に関し、インターネットや携帯電話、スポーツ施設に設置の端末によ

り、利用予約や空き状況の照会が行える「金沢市スポーツ施設予約システム」の管理運営を行い、不

特定多数の方が公平に施設を利用できるように努めます。

（３）スポーツ施設利用チケットの発行

　「金沢体育施設利用券」及び金沢市・公益財団法人金沢勤労者福祉サービスセンターが発行するチ

ケット等で市営のスポーツ施設を利用できるよう広報活動に努めます。

６　スポーツ行事・スポーツ活動の協力・支援

（１）金沢市主催行事への協力

　金沢マラソン及び金沢ウォーク等金沢市主催事業への協力を積極的に行います。

（２）金沢市高齢者等福祉支援事業及び公民館行事への協力

　公益財団法人金沢市福祉サービス公社の介護予防運動教室及び障害者健康運動教室、また、公民館

開催の健康教室へ専門スポーツ指導員を派遣し、市民の健康づくりに協力します。

（３）地域密着型プロスポーツチームへの協力・支援

　総合体育館に、ツエーゲン金沢、金沢武士団、石川ミリオンスターズの応援ボードを設置し、地域

のプロスポーツチームのＰＲをします。

７　スポーツ活動拠点の管理運営・環境整備

　不特定多数の方々に金沢市のスポーツ施設を安全・安心・快適に利用していただけるよう適切な管

理運営業務に努めます。

　スポーツ施設照明のＬＥＤ化等エネルギー使用量の削減を図り、環境保全へ取り組みます。

　また、建物及び利用者が使用する備品の安全点検を毎日実施し、利用者が常に快適に利用できるよ

う努めるとともに、建物及び備品等の経年劣化を考慮した長期的な修繕計画・備品購入計画を立案し

施設の環境整備に努めます。

　なお、金沢プールの指定管理者としては、引き続き共同事業体の構成団体として城北市民運動公園

内駐車場等の利用調整や金沢市との連絡調整を行います。また、新たに屋内交流広場も共同事業体の

の構成団体として施設周辺の環境整備に努めます。

　

（１）管理施設の概要

51施設 50施設52施設 52施設

平成２７年度

43施設管理施設数

年度区分 平成２９年度 平成２８年度平成３１年度 平成３０年度



（２）施設利用状況

（３）主な大規模工事予定

①総合体育館トイレ改修工事

②城北市民テニスコート照明設備改修工事

③西金沢テニスコートフェンス嵩上げ工事

④球技場人工芝整備工事

　　期間　１１月１日～３月３１日

⑤鳴和台体育会館[体育館]競技場改修工事（天井・床・ＬＥＤ化・避難滑り台）

　　期間　１０月１５日～３月３１日

⑥旧総合プール跡地暫定駐車場整備工事

無人施設(5)

屋外施設等(12)

ジュニアスポーツ
コート

スポーツ交流広場

テニスコート等(5)

プール等（5）

城東市民体育館

湊運動公園 湊野球場 浅野運動広場

大桑運動広場 田上運動広場

西金沢少年運動広場

法光寺運動広場
金沢テクノパーク運
動広場

東金沢スポーツ広場

安原スポーツ広場 陸上競技場

浅野川市民体育館 額谷ふれあい体育館城北市民体育館

中央市民体育館 城西市民体育館

市民野球場 市民サッカー場

城南市民体育館 森本市民体育館

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

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
鳴和台市民体育会館
（体育館）

鳴和台市民体育会館
（プール）

2,046,169人 1,555,611人

団体利用人数 1,258,000人 1,121,121人 1,243,124人

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 　 　

総合体育館

63,517件 54,207件

年度区分

個人利用人数 720,000人 686,968人 695,002人 759,730人 481,644人

平成３１年度予定 平成３０年度実績見込 平成２９年度実績 平成２８年度実績 平成２７年度実績

施設利用人数 1,978,000人 1,908,091人 1,938,126人

運営費 661,826千円 641,144千円 647,088千円 701,258千円 503,158千円

※共同事業体分は含まず

③共同事業体施設（2施設）

プール施設(1) 金沢プール

施設利用料金 178,703千円 161,000千円 167,440千円 183,889千円 128,759千円

1,286,439人 1,073,967人

団体利用件数 59,000件 58,116件 57,566件

体育館等(10)

旧総合プール跡地暫定
駐車場

①指定管理施設（45施設）

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

屋内施設(1) 屋内交流広場

伏見川スポーツ公園

球技場

城東テニスコート

医王山運動広場

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
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



８　新たな取り組みなど

[新]（１）金沢市営スポーツ施設の敷地内禁煙化

　　（２）利用料金制度への新たな対策の検討

　 　　[新]①会議室（中央市民体育館ちびっこルーム）等空き施設の有効利用策

　　[新]②スポーツ用品等レンタル料の設定

　　（３）スポーツ事業団情報発信・認知度向上策

　　[新]①２０１９ラグビーワールドカップに向けたラグビーイベント等の充実

　　[新]②２０２０東京オリ・パラに向けたウェイトリフティングフランス代表選手の受入れ協力

　 　　[新]③eスポーツ関連団体との連携によるイベント等の開催

[新]（４）パラスポーツ普及のための講座やイベントの開催

　　（５）働き方改革の更なる推進（年次有給休暇の時季指定義務）

　　（６）施設管理業務マニュアルの充実

　　（７）人事評価制度の本格実施

　　（８）施設利用料金事務の適正な取扱い


