
平 成 ２ ９ 年 度 事 業 計 画 書 

 

 １ 基本方針 

   スポーツに対する県民の理解と関心を高め，スポーツに関する環境の整備等を行うとともに，ス

ポーツの普及・拡大を積極的に推進し，県民の健康寿命の延伸や生涯にわたる豊かなスポーツライ

フの実現に寄与するよう取り組んでいくものとする。 

   また，公益事業を着実に推進するため，専門的な人材の育成を図るとともに、透明性の高い健全

な組織運営を行い，経営面においては，財政基盤安定化のため、収入確保対策にも取り組んでいく

ものとする。 

 

２ 重点事業 

  子どもたちがスポーツに親しみながら、体力づくりを行い，心身ともに健康で明るい生活が送れ

るよう，幼児や小学生向けのプログラムを展開する。また，高齢者が積極的に余暇活動としてスポ

ーツに取り組み，健康の維持・増進を図り，生きがいのあるライフスタイルを送るための環境整備

を推進するなど，生涯スポーツの振興を重点とした事業を展開する。 

    

 ３ 実施計画 

（１）生涯スポーツ振興事業 

     県民が誰でもスポーツに参加し，生涯にわたりスポーツに親しむことができるよう，生涯ス

ポーツ指導者の育成と資質の向上を図るための講習会の開催、ニュースポーツの普及，スポー

ツ用具の貸出しなどを行う。また、子どもから高齢者まで幅広い年代の方々に気軽にスポーツ

に親しんでいだだけるよう、各種教室等を開催する。 

 

（２）競技スポーツ振興事業 

     競技力向上を図るため，優秀な指導者を招聘し，選手を対象とした講習会や競技会の開催を

行うとともに、指導者の育成と技術力を向上させるための各種講習会を開催する。 

   

  （３）スポーツ啓蒙普及事業 

     県民がスポーツを通じて健康で豊かなライフスタイルがおくれるよう，ホームページやマス

メディアの活用，公共施設等への掲示による各種スポーツ情報の提供やイベント，各種講習会

などの情報を広く提供する。 

 

  （４）公のスポーツ施設に係る管理運営事業 

     公のスポーツ施設の指定管理者として，施設利用者のニーズ把握等を行いながら一層のサー

ビス向上と利便性向上に取り組むとともに，施設利用者数の拡大を図りながら安全・安心を最

優先とした施設の管理・運営を行う。 

 

  （５）その他目的を達成するために必要な事業 

     上記事業の他、財団所有の自転車競技場の管理運営，スポーツ安全協会事業の受託，施設利

用者の利便性向上のための自動販売機設置を行う。 

 



平成２９年度事業計画概要 

 

 

Ⅰ 競技スポーツ振興事業・生涯スポーツ振興事業・スポーツ啓蒙普及事業 

１ 宮城県総合運動公園 

（１）選手・指導者育成・支援事業（６事業）                   （単位：人） 

個別事業名 内     容 対 象 計画人数 

幼児運動指導者講習会 
幼児期の運動指導者が必要な知識を習得

するための講習会の開催 
成人 50 

バスケットボール教室 
仙台89ERSの協力を得て，小・中学生を対

象とした教室の開催 
小・中学生 80 

バレーボール教室 
仙台ベルフィーユの協力を得て，小・中学

生を対象とした教室の開催 
小・中学生 80 

陸上クリニック 
トップアスリートを講師として，高校生を

対象としたクリニックの開催 
高校生 300 

ミズノ連携事業 
協力企業のミズノの専門性を活かした陸

上競技クリニック事業等の開催 
県民 200 

障害者スポーツ指導員 

講習会 

障害者スポーツの継続的なスポーツ活動

を支援する人材を育成する講習会の開催 
成人 30 

 

（２）地域スポーツ支援事業（６事業） 

個別事業名 内     容 対 象 計画人数 

宮城ヘルシー支援事業 
県内各地で行われる宮城ヘルシーふるさ

とスポーツ祭の支援 
県民 5,000 

生涯スポーツ出前講座 
県民がスポーツ体験やゲームを通じ、スポ

ーツに親しめる講座を県内各地で開催 
県民 200 

体育施設等管理者講習会 
施設管理上のノウハウを提供する講習会

の開催 
加盟団体等 40 

体育施設ネットワーク 

事業 

各種情報提供等関連体育施設との連携の

推進 
加盟団体等 － 

ボランティア支援事業 
スポーツボランティアの育成と普及拡大

の推進 
県民 90 

スポーツ用具貸出事業 
スポーツ用具の貸出しによるスポーツの

普及拡大 
県民 500 

 

（３）競技会の開催機会提供事業（６事業） 

個別事業名 内     容 対 象 計画人数 

自転車競技場利活用事業 
宮城県自転車競技場の利活用を図る施設

PRイベント等の開催 
県民 200 



剣道寒稽古会 
剣道の普及，心身・技術の鍛錬を目的とし

た練習会の開催 
高校生 700 

グランディ・２１スポー

ツ大会 

県民にスポーツの楽しさと喜びを感じて

もらうためのスポーツ大会の開催 
県民 500 

シニアグラウンドゴルフ

大会 

ひとめぼれスタジアムを会場としたシニ

アのグラウンドゴルフ宮城県大会の開催 
高齢者 160 

みやぎ県民サッカーの日 
ワールドカップ開催地として，県民誰もが

参加できるサッカーイベントの開催 
県民 4,000 

バリアフリーサッカー 

大会 

ベガルタ仙台と連携したバリアフリーサ

ッカー大会の開催 
成人 100 

 

（４）スポーツ環境整備事業（４事業） 

個別事業名 内     容 対 象 計画人数 

スポーツ教室 
子ども達が運動に親しみやすいプログラ

ムの教室の開催 
小学生 320 

施設無料開放事業 
気軽に楽しく運動できる機会の提供を目

的とした施設無料開放の実施 
県民 20,000 

施設ＰＲ事業 
施設内への季節装飾やチラシを活用した

施設のPR 
県民 － 

スポーツ情報提供事業 
施設の利用促進を図るため自主事業等を

ホームページで広く県民に周知 
県民 － 

 

２ 宮城県第二総合運動場 

（１）選手・指導者育成・支援事業（１７事業） 

個別事業名 内     容 対 象 計画人数 

骨密度測定会 骨密度測定の開催 県民 30 

体組成測定会 
体組成測定（筋肉・脂肪・水分量等の測定）

の開催 
県民 30 

足型測定会 足型測定の開催 県民 - 

寒げい古 

弓道 

弓道・柔道・剣道・なぎなた競技の稽古会

の開催 
中・高・成人 680 

柔道 

剣道 

なぎなた 

なぎなた教室 基本から応用技術の指導教室の開催 成人 50 

弓道教室 基本から応用技術の指導教室の開催 成人 210 

クライミング利用許可者 

認定会 

利用上の安全管理等安全利用に係る認定

会の開催 
成人 20 

地方青少年銃剣道錬成大

会 

中央講師等による銃剣道錬成大会の開催 
小・中・高 50 



地方青少年なぎなた錬成

大会 

中央講師等によるなぎなた錬成大会の開

催 
小・中・高 40 

地域社会合気道指導者研

修会 

中央講師等による合気道指導者の研修会

の開催 
成人 100 

地域社会少林寺拳法指導

者研修会 

中央講師等による少林寺拳法指導者の研

修会の開催 
成人 70 

地域社会剣道指導者研修

会 

中央講師等による剣道指導者の研修会の

開催 
成人 60 

地域社会なぎなた指導者

研修会 

中央講師等によるなぎなた指導者の研修

会の開催 
成人 40 

地域社会弓道指導者研修

会 

中央講師等による弓道指導者の研修会の

開催 
成人 30 

 

（２）地域スポーツ支援事業（２事業） 

個別事業名 内     容 対 象 計画人数 

ニュースポーツ指導者養

成講習会 

ニュースポーツ指導者の養成講習会の開

催 
成人 30 

ニュースポーツ用具貸出

事業 
ニュースポーツ用具の貸出し 一般団体 4,000 

 

（３）競技会の開催機会提供事業（１事業） 

個別事業名 内     容 対 象 計画人数 

県中学冬季弓道競技大会 弓道競技の実践の場の提供 中学生 150 

 

（４）スポーツ環境整備事業（１５事業） 

個別事業名 内     容 対 象 計画人数 

武道館まつり 
子どもから高齢者まで楽しめる施設開放

イベントの開催 
県民 4,000 

運動会必勝塾 
早く走るポイントの指導を行う講習会の

開催 
小学生 50 

クライミング体験会 クライミング初心者の体験会の開催 県民 80 

プレイ＆スポーツ 
親子で学べるスポーツとあそびの時間の

設定 
親子 180 

ヨガ教室 
ナチュラルヨガ（初心者向けのヨガ）教室

の開催 
成人 2,250 

ズンバ教室 
楽しみながら踊れるフィットネスダンス

教室の開催 
成人 1,300 

らくらくフィットネス 
用具を使用した気軽に参加できるフィッ

トネス教室の開催 
成人 530 



エアロビクス教室 
エアロビクスを主体としたエクササイズ

教室の開催 
成人 500 

中国気功教室 身体を意識した気功体操教室の開催 成人 970 

ファイティング運動 
パンチやキックの動作を取り入れたフィ

ットネス教室の開催 
成人 250 

おたっしゃクラブ 介護予防運動を主体にした教室の開催 高齢者 10 

おりがみ教室 おりがみを主とした文化的教室の開催 成人 320 

ヘキサスロンスポーツ塾 
運動の苦手な子供たちを対象にしたスポ

ーツ教室の開催 

小学校 

低学年 
240 

バレトン＆ピラティス 
楽しみながら踊れるフィットネス教室の

開催 
成人 410 

広告宣伝事業 
各自主事業をまとめた折込チラシによる

広報の実施 
県民 － 

 

４ 全体事業数 

施  設  名 事  業  数 計 画 人 数 

宮城県総合運動公園 21事業 32,350 

宮城県第二総合運動場 35事業 16,680 

宮城県自転車競技場 1事業 200 

合    計 56事業 49,230 

 

 

 

Ⅱ 公のスポーツ施設に係る管理事業 

１ 施設の管理運営・貸与事業 

事 業 名 内     容 

(1)公益目的の貸与 

スポーツ施設の指定管理者として，県民の豊かなスポーツライ

フを支援するとともに，安全・安心を最優先にした施設の管理運

営の推進 

(2)スポーツ情報提供事業 

管理運営施設の紹介や施設の使用方法等を，ホームページやマ

スメディアを活用し，県民に開かれた利用しやすい施設として周

知・広報 

 

２ 施設の貸与事業 

事 業 名 内     容 

(1)公益目的以外の貸与 
安定的な管理運営及び公益目的事業の円滑な推進を図るため，

施設を活用したイベント等の開催 

 

 



Ⅲ その他目的を達成するために必要な事業 

事 業 名 内     容 

(1) 宮城県自転車競技場 
管理運営事業 

宮城県自転車競技場の管理運営及び施設の貸与事業の実施 

(2) スポーツ安全協会宮城県 
支部受託事業 

公益財団法人スポーツ安全協会宮城県支部の業務を受託 

(3) 自動販売機管理運営事業 スポーツ施設利用者の利便性向上や熱中症予防対策として，自

動販売機による飲料水の提供 

 


