
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 ・スポーツ推進事業 ・体育館管理総括 ・テニスコート管理総括

・予算、決算 ・総合体育館の管理 ・プール管理総括 ・屋外施設管理総括

令和２年度 公益財団法人 金沢市スポーツ事業団 事業報告

　令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大や国の緊急事態宣言発出を受け、金沢市営ス

ポーツ施設は体育館、プールが４月１１日から５月３１日まで、屋外施設は４月１４日から５月

３１日までの期間、臨時休業となりました。

　スポーツイベントにおいても、東京オリンピック2020が延期となり、金沢市においても、金沢

マラソン2020がオンライン開催となるなど、軒並み中止や延期が相次ぎました。

　金沢市営スポーツ施設は、６月１日から営業を再開しましたが、利用人数等の利用制限を行う

など、感染防止対策の徹底を図りました。

　スポーツ推進事業については、感染拡大防止対策を徹底したうえで、「かなざわスポーツフェ

スティバル」などのイベントを開催するとともに、オンラインを利用した「フィットネス動画配

信」や「オンライン脳科学トレーニングセミナー」を新たに開催し、市民へのスポーツ情報発信

に努めました。

　一方、医王山スキー場は積雪に恵まれ、２年ぶりの営業となり、１月４日から２月２８日まで

の営業期間中、27,478人の方が来場されるとともに、QRコード決済（PayPay）を試行的に導入

し、キャッシュレス対応へのサービス向上を図りました。

　また、コロナ禍の中、金沢から全国に元気を発信することを目的として、「若い力」プロジェ

クトを立ち上げました。YouTubeによる動画配信やＰＶ動画制作、「若い力」チャレンジ演技体

験会の開催など様々な取り組みにより、金沢市伝統のスポーツ文化を全国に発信しました。

　施設利用者数、施設利用料金収入及び自動販売機手数料収入等は、前記のとおり、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響を受け、施設利用者数は1,170,692人、施設利用料金収入は116,147,020

円、自動販売機手数料収入等は、18,186,045円と大幅に減少しました。

　スポーツ推進事業についても同様に減少し、全205教室で、延べ参加者数は71,372人、受講料

等収入は46,629,190円となりました。

　こうした中、金沢市営スポーツ施設の第4期指定管理者公募の選考があり、これまでの経験や

実績が認められ、金沢市より令和３年度から５年間の指定を受けました。

理　事　長

事　務　局

総務係 スポーツ推進係 施設管理第１係 施設管理第２係
城北市民運動公園

担当



（２）職員数

　

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・総合）

　 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（中止）

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）

④　（公財）金沢健康福祉財団と連携し、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実施

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。

年度区分 令和２年度 令和元年度 平成３０年度 平成２９年度

理事長 1人 1人 1人 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) 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) ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1人) ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員(1人)

プロパー職員 14人 14人 14人 14人

嘱託職員 55人 54人 54人 54人

計 78人 77人 77人 77人

準嘱託職員 8人 8人 8人 8人

再雇用職員 (1人) (1人) (1人) (1人)

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

11教室 107人 298回 2,530人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

5教室 62人 20回 287人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

7教室 50人 195回 1,233人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

中止

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

― 100人 43回 813人



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

　しました。

　　スポーツ用具貸出、地域健康活動指導者派遣

②　スポーツをテーマにしたイベントを開催しました。

　　スポーツ小説フェア、スタンプラリー、スポーツ川柳、（新）クリスマスぬりえイベント、

　　（新）オンライン脳科学トレーニングセミナー、（新）ツイッターフォロー＆ＲＴキャンペーン

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・鳴和台特別短期）、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

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)

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） 

受講料収入

23教室 319人 556回 4,863人 3,895,460円

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

― ― 6回 1,517人

教室数 登録者数 貸出及び派遣回数 延べ参加者数

― ― 70回 2,462人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

10教室 239人 282回 2,512人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

99教室 920人 2,016回 17,917人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

109教室 1,159人 2,374回 24,408人 19,349,780円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

13教室 84人 376回 4,472人



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）、ジュニアバドミントン

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、短期ラグビー教室、夏休みトランポリン教室、初心者スキー、初心者スノーボード、

　　ボーゲンからのレベルアップ教室

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

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

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、親子わくわくイベント（お花見無料開放)、スポーツフェスティバル、

　　（新）千羽鶴に願いをこめて、（新）Miniスポだめし

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、冬のスキルアップテニス

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）金沢健康福祉財団と連携し、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

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

23教室 335人 673回 11,244人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

2教室 22人 80回 885人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

17教室 359人 192回 3,066人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

55教室 800人 1,321回 19,667人 15,395,680円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

5教室 184人 38回 18,971人 3,402,780円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

7教室 82人 217回 1,879人 1,917,640円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

― ― 2回 42人



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。

　　パラスポーツ出前体験講座、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。

　ランニングクリニック、ジュニアランニングレッスン、ピラティス＆ランニングレッスン

金沢マラソンサポート事業　計

教室数 登録者数 開催回数

205教室 3,686人 4,521回

224教室 7,344人 6,455回

△19教室 △3,658人 △1,934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、情報

発信を行い、新たにツイッターによる鳴和台プール混雑状況や医王山スキー場営業状況の発信

に加え、YouTubeによるフィットネス動画配信を行い、市民への情報発信向上に努めました。

「地域貢献活動」や「スポーツサークル・クラブ紹介」、施設を彩る「花いっぱい活動」等の

情報を提供し、「スポーツボランティアの募集」や「金沢南運動公園内バラ園開花情報」等、

金沢市や関係団体の情報についても提供しました。

　

５　スポーツ振興に関する調査・研究事業

　令和２年度も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

　令和３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、156団体から2,734件

の申し込みで22団体が重複しました。例年は金沢市総合体育館で利用調整会議を実施しましたが、

新型コロナウイルス感染拡大の影響などから、スポーツ事業団で大会規模等から全ての重複を

調整したうえで、年間スケジュールとして確定させ、利用管理に努めました。

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数

2教室 645人 9回 1,045人

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

2教室 645人 11回 1,087人 2,123,020円

教室数 登録者数 開催回数 延べ参加者数 受講料収入

4教室 497人 4回 497人 544,830円

【スポーツ推進事業決算比較】

区分 延べ参加者数 受講料収入 事業支出 (人件費込)

令和２年度(A) 71,372人 46,629,190円 79,610,806円

令和元年度(B) 152,044人 65,053,301円 96,996,784円

増減(A)-(B) △80,672人 △ 18,424,111円 △ 17,385,978円



（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、令和２年度末で有効期限が切れる1,336グループのうち

1,002グループの更新手続を行いました。

(更新済) (期限切) (更新率)

1,002 334 75.0%

　また、令和２年10月に予約システムリニューアルにより、下記機能が追加され、利用者への

利便性向上を図りました。

　　①市営球技場のインターネット予約システムへの追加

　　②グループ新規登録のインターネット申込の対応

　　③グループ登録完了、予約取消締切日の案内のメール配信

　　④グループ登録証の発行選択制

（３）スポーツ施設利用チケットの発行（合計　19,572枚　前年度26,125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～870円）

金沢市役所子育て支援課

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

レジャーく～ぽん

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

（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。

　また、ホームページ・フェイスブックなどSNSの運用や広報誌（Sports Fan）の発行により、事

業団の認知度向上や各種大会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を各スポーツ施設で

　「パラスポーツを体験しよう」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、金沢市から委託を受けた「ジュニアランニングレッスン」

では、企画・運営を行い、オンライン開催となった金沢マラソンのＰＲに努めました。

R２更新前 (R２更新対象) R元更新後 R3.5現在[新規]

2,495 1,336 2,161 2,237[76]

(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

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

16,336枚

1,317枚

518枚

526枚

658枚

(公財)石川県体育協会[医王山SC]

(公財)石川県体育協会[医王山SC]

金沢市体育施設利用券 (株)中日新聞社

(公財)金沢勤労者福祉サービスセンター

スキーリフト利用券 石川県市町村職員共済組合

7枚

13枚

23枚

63枚

37枚

39枚

35枚



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

（２）施設利用状況等

年度区分 令和２年度 令和元年度 平成３０年度 平成２９年度

管理施設数 50施設 51施設 52施設 51施設

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

①指定管理施設（４４施設）

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

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

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
鳴和台市民体育会館
（体育館）

鳴和台市民体育会
館

本田圭佑クライフ
コート

ジュニアスポーツ
コート

スポーツ交流広場

屋外スポーツ施設
等(12)

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・金沢南総
合運動公園暫定駐

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

②受託施設（4施設）

無人施設(4)
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

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 　 　

無人施設(12)

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 湊野球場

屋内施設(1) 屋内交流広場

③共同事業体施設（２施設）

プール施設(1) 金沢プール

1,912,711人

　個人利用人数 453,799人 △211,047人 31.7%減 664,846人 681,367人

年度区分 令和２年度 前年度対比 令和元年度 平成３０年度

施設利用人数 1,170,692人 △666,421人 36.3%減 1,837,113人

団体利用件数 49,068件 △11,368件 18.8%減 60,436件 59,101件

　団体利用人数 716,893人 △455,374人 38.8%減 1,172,267人 1,231,344人

減免料金額 19,444,155円 △10,776,190円 35.7%減 30,220,345円 36,775,115円

利用料金徴収額 116,147,020円 △44,039,500円 27.5%減 160,186,520円 162,752,650円

①施設別利用人数

施設区分別 令和２年度 前年度対比 令和元年度

体育館等 428,043人 △235,142人 35.5%減 663,185人

プール等 165,656人 △98,413人 37.3%減 264,069人

テニスコート等 112,246人 △64,342人 36.4%減 176,588人

合　　　計 1,170,692人 △666,421人 36.3%減 1,837,113人

屋外スポーツ施設等 434,773人 △243,661人 35.9%減 678,434人

条例外受託施設 29,974人 △24,863人 45.3%減 54,837人



（３）新型コロナウイルス感染拡大防止対策

　・休業期間　

 ①体育館・プール　　 4/11～5/31

 ②屋外施設 4/14～5/31

　③西部市民憩いの家 2/29～5/31 　※浴室は2/29～6/18　和室は2/29～休止継続

　④総合体育館トレーニング室 2/29～5/31 　※4/1～4/5 一時再開

　⑤中央市民体育館トレーニング器具 2/29～5/31 　※4/1～4/5 一時再開

　・感染防止対策

　検温、マスク着用、手指消毒の徹底、個人利用受付表、感染防止にかかる確認票の提出、

　利用人数・利用設備の制限、スポーツ用具の貸出中止　など

（４）利用者ニーズへの対応

　・施設整備工事（金沢市）

 ①森本市民体育館改修工事（屋根・照明ＬＥＤ化）<休業：9/15～11/27>

 ②総合体育館トイレ改修工事（第２期）

 ③市民野球場改修工事（内部・防水・人工芝）

 ④中央市民体育館受変電設備更新工事<休業：1/9～1/10>

 ⑤陸上競技場第2種公認改修工事<休業：7/1～10/5>

 ⑥医王山スキー場事務所改築工事

 ⑦安原スポーツ広場グラウンド改修工事

 ⑧城北市民テニスコート人工芝張替工事<休業：10/1～1/31>

 ⑨全施設トイレ・更衣室等手洗い自動水栓化工事

②施設別利用料金

施設区分別 令和２年度 前年度対比 令和元年度

体育館等 42,694,120円 △18,804,840円 30.6%減 61,498,960円

プール等 23,161,130円 △9,931,790円 30.0%減 33,092,920円

テニスコート等 21,181,030円 △9,329,420円 30.6%減 30,510,450円

屋外スポーツ施設等 29,110,740円 △5,973,450円 17.0%減 35,084,190円

合　　　計 116,147,020円 △44,039,500円 27.5%減 160,186,520円

③総合体育館トレーニング室利用人数（再掲）

施設区分別 令和２年度 前年度対比 令和元年度

総合体育館トレーニング室 29,201人 △13,900人 32.2%減 43,101人

④自動販売機・スポーツ用品販売手数料等収入額

施設区分別 令和２年度 前年度対比 令和元年度

市営スポーツ施設 18,186,045円 △9,721,234円 34.8%減 27,907,279円



　・その他

 ①冬期テニスコートナイター営業（1/4～1/31 東金沢スポーツ広場、2/1～城北市民テニスコート）

 ②スポーツ施設の補修・修繕作業

（臨時休館中の職員による施設内外の清掃・除草、側溝泥上げ、駐車場ライン引き、駐輪場塗装等）

 ③内川スポーツ広場　バーベキュー用具のレンタルサービス開始（6/1～）

（５）地域貢献活動への取り組み

①リサイクル活動の取り組み（エコキャップ回収活動）

②障がい者の自立支援（(新)アウトサイダーアート展、同作品や福祉作業所の菓子などをイベント

　時の景品等に購入）

③献血活動への参加（6/17　5名　12/18　4名）

④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総合体育館近隣飲食店等と連携した「スポーツ・食欲・読書の秋」スタンプラリー

　（実施期間　10/1～10/31　応募者数87名）

（６）職員の資質向上

①各種外部研修への派遣（新規採用職員研修、人事評価制度研修、異業種交流研修、

　財務会計事務研修、公務員倫理・人権研修、安全運転管理者・副安全運転管理者法定講習、

　電話＆クレーム応対研修、産業保健特別研修会、金沢市消防局普通救命講習、

　プール衛生管理者更新講習、年末調整WEDセミナー、高岡市スポーツ健康センター視察）

②職場内職員研修の実施（西部・鳴和台プール救助訓練、医王山スキー場合同救助訓練、消防訓練）

　


