
議案第１号

一般財団法人伊達市スポーツ振興公社第3期事業報告案の承認について

１．概況

教育委員会所管

2015/6/7

2015/8/15

2015/8/3～8/6

2015/8/24

2015/9/12

2015/10/17

2015/10/25

2015/11/15

2015/11/22

2015/11/29

2016/2/21

振興公社自主事業

2015/7/7～

2015/9/26

2015/9/30～

2016/3/5

梁川プール水泳教室

2015/4/15～7/1

2015/9/11～11/21

2016/1/13～3/19

主な支援内容

チャレンジデー2015

伊達ももの里マラソ
ン大会

三浦弥平杯ロード
レース大会

体育協会支援

スポーツ少年団支
援

　平成27年度から伊達市の１７体育施設（体育館6、グラウンド5、テニスコート2、プール2、ゲートボール場1、弓道場1）および保原総合公園の指定管
理を受託した。それに伴い、事務所のレイアウト変更、組織改変（総務課と事業課の設置）、職員の新規採用、会計管理システムの導入、本部事務所
と伊達、梁川、保原のネット環境の整備等を行った。
　また、広報誌の発行、ホームページの充実については着手できていないが、フェイスブックの活用など新たな手法の導入を行った。

　市の委託を受け、伊達市代表チームによる軟式野球、ソフトボール、駅伝大会の応援や、交流館を中心とした地域のスポーツ活動の企画、運営を
支援した。

県総合体育大会県民スポーツ伊達市大会

第二回石戸ふるさと振興会長杯お盆ソフトボール大会

霊山地区夏休みこどもスポーツ教室（水泳教室）

第３０回霊山地区館長杯ナイターソフトボール大会

福島県市町村対抗軟式野球大会代表チーム支援事業

福島県市町村対抗ソフトボール大会代表チーム派遣事業

スポーツフェスタinつきだて2015

福島県市町村対抗駅伝大会（ふくしま駅伝）代表チーム支援事業

第１５回霊山地区館長杯グランドゴルフ大会

第１8回伊達ソフトバレーボール大会

第２４回霊山地区混合バレーボール大会

　チャレンジデー２０１5は沖縄県豊見城市と対戦し参加率５０．９％で昨年に比べて１８．９ポイント１１，８３０人の増で多くの市民の方が
参加し３年目で初めて勝利することができた。
　また、９月から2月に5地区で伊達市チャレンジデー体力測定を開催し、市民の運動機会への啓発につながる事業を行った。

第５５回伊達ももの里マラソン大会は、過去最多の７,２６６名のエントリーがあり前夜祭には２７４名参加者と交流を図るとともに、大会当日
小雨で、気温が１９.８度と比較的ランナーには恵まれたコンでションの中、大きな事故等もなく実施することができました。

第３６回三浦弥平杯ロードレース大会は、１，３１２名のエントリーがあり、大会前日は招待選手（早稲田大学駅伝部）歓迎会を３５名参加
で実施、大会当日も事故も無く実施することができました。

伊達市体育協会への支援は、市補助金申請・監査会・理事会・総会の開催・市体育協会事業交付金の支払いを行いました。また、伊達
市が加入する伊達地方体育協会の開催する伊達地方スポーツ大会、伊達地方一周駅伝大会の運営支援を行いました。

伊達市スポーツ少年団本部への支援は、登録手続・県総体参加申込・県スポーツ少年団評議員会認定員養成講習会受講申込・登録
料大会参加料収納等を行いました。

１）法人管理運営

２）スポーツ振興事業（指定管理委託内の事業）

　市の補助を受け、チャレンジデー、伊達ももの里マラソン大会、三浦弥平杯ロードレース大会実行委員会の事務局の支援、市体育協会、市スポーツ少年団
本部の運営支援を行った。

吹矢教室（６回）

３）スポーツ事業

冬季水泳教室　5コース　各１０回　申込人数　80名

卓球クリニック

伊達市月間チャレンジデー

吹矢教室

春季水泳教室　７コース　各１０回　申込人数　１５１名

秋季水泳教室　６コース　各１０回　申込人数　８６名



４）施設管理事業
（１）施設利用状況

（２）修繕状況

施設修繕費
施設名 件数 金額
保原総合公園 21 1,779,775
伊達テニスコート 1 8,316
伊達体育館 8 454,073
月舘運動場 2 106,164
月舘体育館 2 132,840
保原プール 2 37,476
保原体育館 2 28,080
保原第２体育館 5 82,512
梁川プール 5 284,314
梁川弓道場 1 2,009
梁川体育館 2 38,955
霊山運動広場 4 150,120
霊山体育館 2 62,640
合計 36 3,167,274

備品修繕費
施設名 件数 金額
保原総合公園 8 477,942
伊達体育館 2 20,520
霊山体育館 1 3,240
合計 11 501,702

●指定管理施設

地区 施設名 利用人数 前年度利用人数 比較（対前年比） 備考

伊達体育館 30,551 33,378 91.5%

伊達グラウンド 1,875 2,449 76.6%

伊達テニスコート 8,221 7,244 113.5%

梁川体育館 26,987 29,710 90.8%

梁川テニスコート 747 0 - 前年度データ無し

梁川弓道場 1,397 0 - 前年度データ無し

梁川プール（屋内） 17,742 ※前年度は屋内と屋外の区別無し

梁川プール（屋外） 8,871 ７月・８月のみオープン

保原体育館 23,602 33,804 69.8%

保原第２体育館 15,050 13,388 112.4%

中瀬グラウンド 7,558 6,282 120.3%

柏町グラウンド 0 0 - 利用実績なし

保原プール 8,166 8,056 101.4% ７月・８月のみオープン

霊山体育館 12,903 16,110 80.1%

霊山運動広場 5,202 5,389 96.5%

月舘体育館 2,934 5,295 55.4%

月舘運動広場 13,815 8,578 161.1%

屋内ゲートボール場 3,372 6,076 55.5%

総合公園 保原総合公園 101,621 95,078 106.9%

野球場 11,850 12,570 94.3%

グラウンド 65,567 60,907 107.7%

テニスコート 16,812 13,990 120.2%

相撲場 420 140 300.0%

わんぱく広場 3,439 4,264 80.7% 団体で利用申請のあったもの

多目的広場 3,533 3,207 110.2% 団体で利用申請のあったもの

●指定管理以外の施設

地区 施設名 利用人数 前年度 前年度比較 備考

伊達中学校体育館 10,549 11,158 94.5%

伊達中学校グラウンド 2,530 2,225 113.7%

阿武隈川サイクリングロード 104 179 58.1%

梁川中学校体育館 5,841 4,596 127.1%

梁川中学校グラウンド 83 76 109.2% 貸出し件数

保原 旧保原小学校跡地 4,200 4,718 89.0%

伊達

保原

霊山

月舘

梁川

35,158 75.7%

（内訳）

伊達

梁川



２．各月の事業報告

年 月

法人管理事業

チャレンジデー
助成金申請（笹川財団・伊達市役所）
参加ＰＲ活動（チラシ、ポスター、市政だより等）
第１回実行委員会（4/10伊達市役所本庁）

伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会★

保原地区緑化推進事業補助金申請　（4/8）
役員会議（4/22保原中央交流館）
過去3年参加者へ参加申込み書発送準備
啓発用旗組み立て（270本）

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会★
募集パンフレット・ポスターの作成
参加申込書の発送準備
共催、後援依頼

梁川市民プール

屋内プール開放（４/１～２８.３/３１）
春季水泳教室　（４/１５～７/１日）　７コース　各１０回　申込人数　１５１名
屋内プール利用人数　１，５８９名　（一般･会員･教室利用者等）
各種検査等管理業務委託契約

伊達市体育協会★
市補助金交付申請（4/1）
役員会（4/30）
伊達地方体育協会会長・幹事会（4/30）

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団★
登録手続き（締切7/31）
県総体参加申込（締切4/6～6/19）　８種目３５団体５０２名）

法人管理事業

チャレンジデー★

対戦相手（沖縄県豊見城市）への市旗の送付
企業、自治体等への周知活動(のぼり、ポスター、チラシ配布)
第２回実行委員会（5/1伊達市役所本庁）
第３回実行委員会（5/25保原中央交流館）
伊達市チャレンジデー2015開催（5/27　参加者32,393名　参加率50.9％）

伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会★

大会事業補助金申請（5/1　伊達市）
過去3年参加者へ参加申込み書発送（3,624件）
申込み受付（窓口・郵振：5/11～6/22、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：5/11～7/11）
協賛金依頼、駐車場借用依頼

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会★

過去参加者へ参加申込書発送（5/11）
招待選手派遣依頼　(早稲田大学駅伝競走部）
参加申込受付（インターネット：5/1～8/31）
第1回役員会

梁川市民プール
春季水泳教室
屋内プール利用人数　２，２８２名　（一般･会員･教室利用者等）

伊達市体育協会★

監査会・理事会（5/7　保原中央交流館）
総会（5/14　保原中央交流館）
県民スポーツ大会　伊達市大会参加申込（5/25）
　　　　　　　　　　　　　５種目　２８団体　３４7名
伊達地方体育協会会計監査、会長・幹事会（5/20）
伊達地方体育協会理事会・総会（5/29）

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団★
福島県スポーツ少年団評議員会（5/12）
福島県スポーツ少年団事務担当者会議（5/12）

法人管理事業

委託事業 県民スポーツ大会伊達市大会代表者会議（６/１市民センター）

チャレンジデー★

報告レポート提出（笹川財団）
協力企業、自治体へ礼状発送
市旗返還（沖縄県豊見城市）
第4回実行委員会（6/29保原中央交流館）

伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会★
実行委員会（6/5保原中央交流館）
協賛金、駐車場借用依頼、ボランティアを各団体依頼
保原地区緑化推進事業補助金実績報告　（6/30）

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会★
参加申込受付（梁川体育館窓口・郵振：5/20～8/31）
第2回役員会

梁川市民プール
春季水泳教室
屋内プール利用人数　１，９６７名　（一般･会員･教室利用者等）
屋外プール利用人数　５０名（梁川中学校　水泳部）

伊達市体育協会★

県民スポーツ大会　伊達市大会（6/7）　選手　３２０名
　　　　　　開催種目　壮年ソフトボール（月舘）　９チーム
　　　　　　　　　　　　　家庭バレーボール（伊達）　１２チーム
　　　　　　　　　　　　　バドミントン（霊山）　４チーム
県民スポーツ大会　県北地域大会　参加申込（6/25）
　　　　　　伊達市　　　　　５種目　　９団体　　９８名
　　　　　　８市町村合計　６種目　５３団体　５４９名
市補助金概算払い請求（6/8）

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団★ 福島県スポーツ少年団県北支部常任委員会・委員会（6/11）

保原･梁川市民プール
保原プール施設管理業務委託（6/19～9/5）
保原･梁川プール監視員普通救命講習会（6/20　保原中央交流館）

事　　　業　　　内　　　容

平成27年

４月

入社式（4/1保原総合公園事務所）
職員任用手続き
一般財団法人伊達市スポーツ振興公社フェイスブック開設
法人税法等説明会（4/22青少年会館）

スポーツ事業

　５月

公用車１台納車（軽トラック）
平成２６年度会計監査（5/22保原総合公園会議室）

スポーツ事業

６月

定時理事会（6/９保原中央交流館大会議室）
定時評議員会（6/９保原中央交流館大会議室）
役員改選（６/９保原中央交流館大会議室）
平成２７年度算定基礎届事務講習会（6/1０保原市民センター）
公用車２台納車（ダイハツ　ハイゼットカーゴ、ブーン）

スポーツ事業



法人管理事業

委託事業
県民スポーツ大会県北地域大会参加　７/１２（伊達市/８チーム/８０名）
県民スポーツ大会　県北地域大会　代表者会議（7/2　保原市民センター）

自主事業 吹矢教室（保原中央交流館） ７/７～８/１１ 　６回　(毎週水曜日　参加者延べ　３６名)

伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会★

参加者集計
物品個数確認
大会会場周辺環境、整備
協賛金、ボランティアを各団体依頼
救護関係対策会議（7/11保原中央交流館）
福島医科大学救急医療学講座 へ医師等27名派遣依頼（7/21）
交通警備対策会議（7/23保原中央交流館）
役員必携作成準備

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会★
企画会議（7/25）
大会スタッフ協力依頼
第3回役員会

保原･梁川市民プール

梁川プール　春季水泳教室　７/１　終了式
梁川プール　屋内プール利用人数　２，１５４名
梁川プール　屋外プールオープン（7/4～8/31）ナイター（７/18～8/24）
　　　　　　　　　屋外プール利用人数　５,5９３名（内ナイター　２１７名)
保原プール　屋外プールオープン（7/11～8/31）ナイター（7/18～8/24）
　　　　　　　　 屋外プール利用人数　４,823名（内ナイター　２５５名)

伊達市体育協会★
市補助金交付（7/23　　５体育協会）
県民スポーツ大会　県北地域大会（7/12）
　　伊達市開催　壮年ソフトボール（月舘）、卓球（梁川）、テニス（保原）

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団★
認定員養成講習会受講申込（7/31）　１０名
登録（7/31）　３９団体　指導者２６７名/団員７５４名

委託事業
霊山地区夏休み水泳教室　１６名参加　(８/３・４・５・６　保原スイミングスクール）
第2回石田ふるさと振興会杯お盆ソフトボール大会  ４０名参加  （８/１５　石田小学校校庭）
第３０回霊山地区交流館長杯ナイターソフトボール大会　５０名参加　（８/２４・２５・２９　霊山運

伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会★

役員会（8/7保原中央交流館）
中高生スタッフ説明会（8/18・19保原中央交流館）
スタッフ全体会議（8/21保原市民センター）
物品発注、必携作成、物品搬出、看板作成
看板立て環境整備（会場、５Ｋコース）
５５回伊達ももの里マラソン大会参加者通知、ゼッケン発送
前夜祭参加者へ通知発送、前夜祭準備
大会総括会議
第５５回伊達ももの里マラソン大会前夜祭
　　　　　　　　　（8/29　参加者２７４名　保原市民センター）
第５５回伊達ももの里マラソン大会開催（8/30　参加者7,266名）

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会★
協賛金依頼
第4回役員会

保原･梁川市民プール
梁川プール　屋内プール利用人数　１，６４３名
梁川プール屋外プール8/31終了 利用者 ３，２２８名（内ナイター　２０４名）
保原プール屋外プール8/31終了 利用者　３,３４３名（内ナイター３２０名）

伊達市体育協会★

福島県体育協会市町村体育大会開催事業費補助金申請（8/19）
伊達地方スポーツ大会参加申込み（8/18）
　　　　　　　７競技８種目　伊達市参加　４００名　市外３町　２００名
伊達地方体育協会会長・幹事会（8/24）

委託事業
伊達地方スポーツ大会　野球他７種　９/６・７　（月舘運動場他）
市町村対抗軟式野球大会応援　９/１９　（あづま球場）

自主事業
卓球クリニック　９/２６　保原体育館　参加者数　８６名
伊達市月間チャレンジデー　９/３０　（保原地区　体力測定）参加者数　６８名

チャレンジデー★
事業完了報告書提出9/18（笹川財団）
伊達市チャレンジデー周知チラシ作成

伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会★
協賛団体・病院等へ御礼
記録表作成、残務整理

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会★

役員必携作成
主任者会議　9/14（梁川体育館）
全体会議　9/27（梁川中央交流館）
交通安全協会梁川部会各部長会議　9/18

梁川市民プール
秋季水泳教室　（９/１１～１１/２１日）　６コース　各１０回　申込人数　８６名
梁川プール　屋内プール利用人数　１，５５０名

伊達市体育協会★

市補助金交付　（9/4　　５体育協会）
伊達地方スポーツ大会（9/6～9/7）
　　　　伊達市開催　ソフトボール（月舘）、バスケットボール（霊山）
　　　　剣道（伊達）、スポーツ吹矢（梁川）、グラウンド・ゴルフ（保原）
体育協会事業交付金・激励金（6/19～　５団体　６事業）

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団★
県北スポーツ少年団体育大会参加料納入（9/15　５０２名）
追加登録（9/15）　４団体　指導者１名/団員１４名
登録、大会参加料収納（9/14～9/25）

７月

一般財団法人役員変更登記（７/１６福島県地方法務局）
被保険者報酬月額算定基礎届提出（東北福島年金事務所）
平成２７年度労働保険年度更新申告書提出（福島労働基準監督署）

スポーツ事業

平成27年

８月 スポーツ事業

９月 スポーツ事業



法人管理事業

委託事業
市町村対抗ソフトボール大会　10/17　相馬市
月舘スポーツフェスタ　　10/25　参加者　300名
石田ふるさと振興会長杯　ゲートボール大会　10/25　参加者　10名

チャレンジデー★ 伊達市チャレンジデー（梁川地区）体力測定　10/28　　参加者　 53名

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会★
招待選手等歓迎会　10/3  参加者　32名
大会実施　10/4　参加者 1,312名

梁川市民プール 梁川プール　屋内プール利用人数　　1,286名

法人管理事業

委託事業

ふくしま駅伝　11/15
霊山地区交流館長杯　グラウンドゴルフ大会　11/21　参加者　25名
小国区民会会長混合バレーボール大会　11/28　参加者　55名
伊達ソフトバレーボール大会　11/29　参加数　９チーム

チャレンジデー★ 伊達市チャレンジデー（月舘地区）体力測定　11/25　参加者　10名
伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会★ 救護対策総括会議　11/19
梁川市民プール 梁川プール　屋内プール利用人数　　　1,065名
伊達市体育協会★ ふくしま駅伝選手激励会および応援、慰労会

法人管理事業

委託事業 伊達地方一周駅伝　12/6
伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会★ 役員会　（事業報告）　12/21
梁川市民プール 梁川プール　屋内プール利用人数　　9,027名

法人管理事業
チャレンジデー★ 伊達市チャレンジデー（霊山地区）体力測定　1/27　参加者　４名
梁川市民プール 梁川プール　屋内プール利用人数　　　1,082名
伊達市体育協会★ 役員会（次年度大会打ち合わせ）
委託事業 霊山地区交流館長杯、ソフトバレー大会　2/21　46名

チャレンジデー★
伊達市チャレンジデー（伊達地区）体力測定　2/24　34名
チャレンジデー2016参加エントリー（笹川財団）

梁川市民プール 梁川プール　屋内プール利用人数　　　1,066名
伊達市体育協会★
伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団★

法人管理事業

自主事業 スポーツ吹き矢教室　3/5　　参加者　6名
伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会★ 補助事業等実績報告　3/25
三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会★ 監査会　3/14　　実行委員会　3/25　補助事業等実績報告　3/28 監査会
梁川市民プール 梁川プール　屋内プール利用人数　　　1,155名
伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団★ ＷＥＢ登録説明会　3/24

※　スポーツ事業のうち★は、伊達市スポーツ振興公社補助金事業

１２月

交通安全防止コンクール優良事業所表彰式（12/4セレビアスカイパレス）
社内交通安全教室（12/15事務所会議室）

スポーツ事業

平成28年

１月

マイナンバー手続開始

スポーツ事業

2月 スポーツ事業

３月

職員採用面接試験（3/11保原中央交流館）
理事会（3/25保原中央交流館）

スポーツ事業

改正税法等説明会（10/2保原市民センター）

スポーツ事業

１１月

会計監査（11/4事務所会議室）
理事会（11/17保原中央交流館）
応研給与大臣年末調整セミナー（11/25仙台花京院スクエア）
社会保険事務講習会（11/26福島文化センター）

スポーツ事業

平成27年

１０月


