
議案第１号　一般財団法人伊達市スポーツ振興公社　第４期（平成28年度）事業報告について

１．概況

主な支援内容

チャレンジデー2016

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

　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いました。

　チャレンジデー２０１６は福岡県八女市と対戦し参加率伊達市27.8%　17,515人、八女市39.4%　26,048人とな
り、敗戦となりました。これは、スーパー等の入店人数のカウント方法の見直しなどにより、より正確な参加人数の
把握を行ったため前年度より減少したものです。
　今後は、市民の参加意欲を高めるとともに、報告のシステムを見直し、本来の目的である市民の運動の習慣化
につながるイベントにしていく必要があります。

第５６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３７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

　平成28年は,伊達市の体育施設（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）のうち保原プールが
取り壊しとなり、保原総合公園と合わせて１７施設の指定管理を受託した。
　また、施設を利用した自主事業にも取り組み、卓球、テニス、バドミントンなど初心者を対象とした教室を多く開催するなど、スポーツ
振興に向け事業を行った。

２）スポーツ振興事業

　市の委託を受け、伊達市代表チームによる軟式野球、ソフトボールの代表選考、大会参加への支援および交流館を中心とした地
域のスポーツ活動の企画、運営を支援しました。

※「２．各月の事業　スポーツ振興事業」

３）スポーツ事業



（１）施設管理事業
①修繕状況

修繕については、優先度の高いものから順に行いました。
１件１０万円を超えるものでも、緊急性を要するものについては市と協議し当社で行いました。

（２）施設利用状況

●指定管理物件

地区 施設名 利用人数(H28) 利用人数(H27) 比較 備考

伊達体育館 30,786 30,551 100.8%

伊達グラウンド 2,492 1,875 132.9%

伊達テニスコート 5,903 8,221 71.8%

梁川体育館 25,649 26,987 95.0%

梁川テニスコート 1,505 747 201.5%

梁川弓道場 0 166 0.0% 梁川弓道クラ ブに委託　※翌年４月に報告あり

梁川プール（屋内） 16,775 17,742 94.5%

梁川プール（屋外） 9,535 8,871

保原体育館 24,473 23,602 103.7%

保原第２体育館 13,978 15,050 92.9%

中瀬グラウンド 9,647 7,558 127.6%

柏町グラウンド 0 240 0.0% 貸出し実績無し

保原プール 0 8,166 0.0% 改装の為28年4月から貸出なし

霊山体育館 16,334 12,903 126.6%

霊山運動広場 5,029 5,202 96.7%

月舘体育館 5,238 2,934 178.5%

月舘運動広場 13,103 13,815 94.8%

屋内ゲートボール場 4,535 3,372 134.5%

総合公園 保原総合公園 121,365 101,621 119.4%

野球場 7,962 11,850 67.2%

グランド 94,902 65,567 144.7%

テニスコート 13,361 16,812 79.5%

相撲場 300 420 71.4%

わんぱく広場 3,797 3,439 110.4%

多目的広場 1,043 3,533 29.5%

306,347 289,623
●指定管理以外の施設

地区 施設名 利用人数(H28) 利用人数(H27) 比較 備考

伊達中学校体育館 6,703 10,549 63.5%

伊達中学校グラウンド 1,909 2,530 75.5%

阿武隈川サイクリングロード 110 104 105.8%

梁川中学校体育館 8,640 5,841 147.9%

梁川中学校グラウンド 74 83 89.2% ※団体貸出し回数（利用人数部分）

保原 旧保原小学校跡地 6543 4200 155.8%

（内訳）

伊達

梁川

伊達

梁川

保原

霊山

月舘

施設名 件数 修繕費
伊達体育館      4 100,440
伊達テニスコート 1 187,920
伊達グラウンド  1 5,067
梁川体育館      8 485,028
梁川テニスコート 1 70,200
保原体育館      5 169,884
保原第二体育館  3 213,948
中瀬グラウンド  1 59,400
霊山体育館      5 616,464
霊山グラウンド  1 207,360
月舘体育館      1 322,056
月舘グラウンド  4 394,740
月舘ゲートボール 3 80,438
梁川プール      6 538,628
保原総合公園    27 1,405,090
その他 1 21,600
総計 72 4,878,263



２．各月の事業報告

月

法人管理事業

スポーツ振興事業

チャレンジデー

助成金申請（4/1笹川財団・4/18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（4/20伊達市役所本庁）
伊達市合併10周年記念冠事業支援申請

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（4/4保原中央交流館）
特別協賛依頼　（4/7）
過去3年参加者へ参加申込み書発送準備
過去3年参加者へ参加申込み書発送（2,975件）
申込み受付（窓口・郵振：4/25～6/10、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：4/25～6/28）
啓発用旗組み立て（270本）

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会

交通規制協力依頼（4/18・福島交通）
大会補助金交付申請（4/4）
募集パンフレット・ポスターの作成
共催、後援依頼
救急救命士派遣依頼（4/18・中央消防署長）

梁川市民プール

屋内プール開放　（4/1～29年3/31）
春季水泳教室（4/6～6/25）　６コース各週10回　　申込人数　102名
屋内プール利用人数　　1,250名　（一般・会員・水泳教室・学校授業等）
各種点検・検査等管理委託契約

伊達市体育協会
市補助金交付申請　　　（4/1）
市補助金交付決定　　　（4/1）
体育協会後援承認　　　１団体

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団
登録手続き（締切7/29）
県総体参加申込（締切4/5～6/10）　８種目３８団体５００名）

法人管理事業

スポーツ振興事業

チャレンジデー

対戦相手（福岡県八女市）への市旗の送付
エール交換
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（5/17伊達市役所本庁）
伊達市チャレンジデー2016開催（5/25　参加者17,515名　参加率27.8％）

伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会
大会事業補助金申請（5/2　伊達市）
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

招待選手派遣依頼　(5/18・早稲田大学駅伝競走部）
第1回役員会（5/19・梁川体育館）
参加申込書の発送準備
過去参加者へ参加申込書発送（5/30）

梁川市民プール
春季水泳教室開催
屋内プール利用人数　　1,365名　（一般・会員・水泳教室・学校授業等）

伊達市体育協会

会長・副会長会　（5/10　保原総合公園）
監査会・理事会　（5/17　保原中央交流館）
総会　　　　　　　　（5/24　保原中央交流館）
県体育協会加盟負担金納入　　　　（5/26）
県北体育協会理事会・評議員会　　（5/27）
県北体育協会負担金納入　　　　　（5/27）
県民スポーツ大会　伊達市大会参加申込（5/31）
　　　　　　　　　　　　　５種目　２７団体　３２９名
体育協会事業交付金　　（２団体）

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（5/24）
福島県スポーツ少年団事務担当者会議（5/24）

　５月

平成２７年度会計監査（5/30保原総合公園会議室）

小国区民会会長杯グラウンドゴルフ大会（5/6　32名）
卓球教室　５/28　　　保原体育館　参加者　18名

スポーツ事業

事　　　業　　　内　　　容

４月

入社式（4/1保原総合公園事務所）
職員任用手続き
法人税法等説明会（4/18福島県青少年会館２階大研修室）

卓球教室開催（4/24　参加者50名　保原体育館）

スポーツ事業



月

法人管理事業

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（福岡県八女市）

伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会
実行委員会（6/2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　（6/13）

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会
参加申込受付（6/1～9/9）
定例会（6/7）
救護業務依頼（6/29・ほばらクリニック）

梁川市民プール

春季水泳教室開催　6/25最終修了式
屋内プール利用人数　　1,778名　（一般・会員・水泳教室・学校授業等）
屋外プール監視員救急救命講習会（6/18　13名）
屋外プール監視員プール現地説明会（6/25　10名）
屋外プール利用人数　　　216名　（梁中水泳部）

伊達市体育協会

県民スポーツ大会　伊達市大会　　代表者会議　　（6/7）
県民スポーツ大会　伊達市大会　　（6/12）　２種目　２７３名
　　　　　　開催種目　壮年ソフトボール（月舘）　１０チーム
　　　　　　　　　　　　　家庭バレーボール（伊達）　１１チーム
県民スポーツ大会　県北地域大会　参加申込　　（6/20）
　　　　　　　　　　　　　代表者会議　　　　　　　　　　　（6/24）
　　　　　　　　　　　　　５種目　　９団体　　９４名
市補助金概算払い請求　　（6/8）
市補助金受領　　　　　　　　（6/28）
市補助金交付　　　　　　　　（6/28）
県体育協会市町村体育大会開催事業補助内示（6/28）
伊達地方体育協会会計監査、会長・幹事会（6/21）
伊達地方体育協会理事会・総会（6/28）
体育協会事業交付金　　（２団体）

法人管理事業

チャレンジデー
第３回実行委員会（7/8伊達市役所本庁）
伊達市合併10周年記念冠事業実績報告書提出

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
交通警備対策会議（7/5保原中央交流館）
医療機関に緊急時の患者受入依頼(7/21　６施設）
救護関係対策会議（7/22保原中央交流館）
消防隊員の派遣依頼（7/26　39名）
役員会（7/29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
大会スタッフ協力依頼
施設借用申請（7/5・梁川分庁舎、伊達市シルバー人材センター）
公用車借用申請（7/8）

保原･梁川市民プール

屋外プール開放　（7/2～8/31）　　ナイター利用　（7/21～8/24）
屋内プール利用人数　　2,076名　（一般・会員・水泳教室・学校授業等）
屋外プール利用人数　　3,745名　内ナイター利用　　64名
保原地区・梁川地区小学校水泳記録会"

伊達市体育協会
県民スポーツ大会　県北地域大会（7/10）
体育協会後援承認　１団体

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団
認定員養成講習会受講申込（7/２９）　２１名
登録（7/２９）　３７団体　指導者２７５名/団員７３５名

７月

甲種防火管理新規講習（7/5．7/6伊達地方消防組合消防本部２階多目的ホール）
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28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

事　　　業　　　内　　　容

６月

伊達地区安全運転管理者協会定期総会（6/1セレビアスカイパレス）
定時理事会（6/3保原中央交流館大会議室）
定時評議員会（6/3保原中央交流館大会議室）
伊達市合併１０周年記念式典（6/5伊達市ふるさと会館）
伊達地区安全運転管理者協会保原部会総会（6/10保原町産業振興会館２階会議室）
算定基礎届事務講習会（6/15保原市民センター）
職員研修会（6/22保原総合公園多目的ホール）
全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格調査（6/23東北福島年金事務所２階厚生年金適用調査
課）
一般財団法人役員変更登記（6/30福島県地方法務局）

スポーツ事業



月

スポーツ振興事業

伊達ももの里ﾏﾗｿﾝ大会

福島県立医科大学救急医療学講座 へ医師等派遣依頼（8/10　20名）
中高生スタッフ説明会（8/17・保原中央交流館）
第2回、救護関係対策会議（8/18保原中央交流館）
スタッフ全体会議（8/19保原市民センター）
大会会場、コース清掃(体育協会主催　8/20）
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）
伊達市合併10周年記念　５６回伊達ももの里マラソン大会参加者通知、ゼッケン事
前発送
前夜祭参加者へ通知発送、前夜祭準備
伊達市合併10周年記念中学生対象ランニング教室（8/27　40名　保原総合公園）
伊達市合併10周年記念　第５６回伊達ももの里マラソン大会前夜祭
　　　　　　　　　　　　　　　　（8/27　参加者２65名　保原市民センター）
伊達市合併10周年記念　第５６回伊達ももの里マラソン大会開催（8/28　参加者
7,174名）
大会総括会議

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 協賛金依頼文書発送（8/1）

保原･梁川市民プール

県北保健所立入検査（8/4）
屋内プール利用人数　　1,814名　（一般・会員・水泳教室・学校授業等）
屋外プール利用人数　　5,845名　内ナイター利用　252名
屋外プール　8/31で終了

伊達市体育協会

県体育協会市町村体育大会開催事業費補助金申請　　　　（8/12）
県体育協会市町村体育大会開催事業費補助金交付決定　（8/16）
伊達地方スポーツ大会参加申込み　　　　　　　　　　　　　　　　（8/12）
　　　　　　　７競技８種目　伊達市参加　３７チーム　３６６名
　　　　　　　　　　　　　　　　市外３町　　　１９チーム　２２７名
伊達地方体育協会会長・幹事会　伊達地方スポーツ大会抽選　（8/19）

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団 認定員養成講習会受講料振込（８/５）　２１名

スポーツ振興事業

チャレンジデー 事業完了報告書提出（笹川スポーツ財団）

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

参加者集計
消防隊員派遣申請（9/7・北分署長）
車両通行止め標識借用申請、警察官派遣依頼（9/12・伊達警察署）
駐車場借用依頼（9/12）
看板設置承諾願い（9/14）
道路使用許可申請（9/30）
交通誘導業務契約（9/30）
各団体へ交通関係会議・全体会・反省会　案内通知発送（9/30）
物品発注・看板確認及び作製・必携作成
駐車場除草依頼（シルバー人材）
備品、施設借用申請（梁川中央交流館）

梁川市民プール

秋季水泳教室　（9/7～11/24）　6コース各週10回　　申込人数　110名
屋内プール利用人数　　1,672名　（一般・会員・水泳教室・学校授業等）
屋外プール利用人数　　　581名　（梁川中学校授業・水泳部）　8/10まで利用"

伊達市体育協会

県体育協会市町村体育大会開催事業実績報告書　　　　　　（9/7）
県体育協会市町村体育大会開催事業費補助金交付請求書（9/7）
県体育協会市町村体育大会開催事業費補助金交付金受領（9/13）
伊達地方スポーツ大会　　　　　　　　（9/4）
　　　　伊達市開催　軟式野球　　　　　　（月舘）、ソフトボール　　　（保原）
　　　　　　　　　　　　　ソフトﾊﾞﾚｰボール　（霊山）、スポーツ吹矢　　（梁川）
　　　　他町開催　　　家庭バレーボール（川俣）、グラウンド・ゴルフ（国見）
　　　　　　　　　　　　　バスケットボール　　（桑折）
体育協会事業交付金、激励金　　　　　　（２団体）
第１０回市町村対抗軟式野球応援　（9/17）
体育協会後援承認　２団体

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団 継続・新規追加登録締切（９/１３）

９月

霊山地区交流館長杯ソフトボール大会（9/4　72名）
小国区民会会長杯混合バレーボール大会（9/25　50名）

スポーツ事業

事　　　業　　　内　　　容

８月

霊山地区子ども水泳教室（8/1～8/4　19名）
石田ふるさと振興会長杯お盆ソフトボール大会（8/14　40名）
石戸地区交流館卓球教室（8/1～9/28　40名）

スポーツ事業



月

法人管理事業

スポーツ振興事業

三浦弥平杯ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 大会実施（10/23　1,397名）

チャレンジデー 伊達市チャレンジデー　保原総合公園　テニス教室

伊達市体育協会 市体育協会事業交付金

法人管理事業

スポーツ振興事業

チャレンジデー 伊達市チャレンジデー冬の体力測定　保原ユーユー体育館　参加人数40人

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団 スポーツ少年団認定員養成講習会

スポーツ振興事業

伊達市ｽﾎﾟｰﾂ少年団 スポーツ少年団認定員養成講習会受講料本部納入　14人（12/15）

伊達市体育協会
伊達地方一周駅伝　看板設置（12/2）
伊達地方一周駅伝（12/4）

伊達市体育協会 役員会（1/24　保原総合公園）

チャレンジデー 霊山体育館　冬の体力測定　ヨガ教室

法人管理事業 職員採用試験

伊達市体育協会
役員会（2/24　保原中央交流館）
伊達地方体協　会長・幹事会（2/24　保原中央交流館）

チャレンジデー
伊達市チャレンジデー　冬の体力測定（2/22）参加人数30人
　　　　　　　　　　　　　　　　がんバルーン体操

3月 法人管理事業

1月 スポーツ事業

2月

スポーツ事業

理事会（3/22保原中央交流館）
指定管理協定（保原プール）

11月

伊達市保原プール指定管理者への応募
会計監査（11/10事務所会議室）
理事会（11/17　保原総合公園）

11/20　ふくしま駅伝
11/27　伊達ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
11/30　月刊チャレンジデー（保原）

スポーツ事業

12月

12/1　小国地区グラウンドゴルフ大会
12/4　伊達地方一周駅伝
伊達市保原プール指定管理打ち合わせ

スポーツ事業

事　　　業　　　内　　　容

10月

11/16 改正税法等説明会
11/24 社会保険事務講習会

10/23　月舘スポーツフェスタ
10/23　弥平杯
10/22、11/5　伊達市チャレンジデー　テニスアカデミー

スポーツ事業


