
公１　生涯スポーツの普及・振興を通じた健康づくり推進事業（定款第４条第１項第１号～６号に掲げる事業）

公１－１　スポーツ普及・振興のための教室や大会等の開催、表彰事業等

（１）体験教室等開催事業

事　業　名　等 新継 期　　　　間 場　　　所 対　　　象 参加者数 前年度参加者数

スポレク出前講座 4月～3月（24回・32時間） 市内 市民 延1,204名 延2,042名

　いきいきふれあい体操サロン 新 5時間 寿の家 高齢者 延60名

　石狩市立花川中学校（ダンス授業） 継 16時間 花川中学校 生徒 延1,057名

　サロンレイカ（ストレッチ） 継 5時間 花川中央会館 高齢者 延42名

　おげんき塾（ｽﾄﾚｯﾁ･ﾎﾞｰﾙ運動･ﾗﾀﾞｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ） 継 6時間 花川中央・若葉会館 高齢者 延45名

元気スポーツフィールドIN石狩 継 10月25日　※雨天中止 濃昼山道 高校生以上 17名

第42回石狩浜歩くスキー＆かんじきウォーキングの集い 継 令和3年2月7日 石狩浜 小学生以上 44名 82名

第13回石狩オープンパークゴルフ大会兼緑苑台チャンピオン大会 継 8月9日 緑苑台パークゴルフ場 高校生以上 44名 35名

マリンスポーツ教室事前研修 継 7月27・28日　※中止 海洋センタープール 29名

マリンスポーツ教室体験研修 継 7月31日　※中止 滝川市海洋センター 29名

はじめてのスイミング教室　　水慣れコース 継 7月 6～10日（5回）　※中止 延99名

はじめてのスイミング教室　　バタ足習得コース 継 7月13～17日（5回）　※中止 延133名

はじめてのスイミング教室　　厚田コース 新 7月20～22・27～28日（5回）※中止 厚田小学校プール 延46名

キッズスポーツクラブ 継 4月7日、14日　※4月21日～3月38回中止 海洋センター 幼児（年長） 延36名 延748名

合　　　　計 延1,328名 延3,260名

(２)　健康・体力づくり推進事業

事　業　名　等 新継 期　　　　間 場　　　所 対　　　象 参加者数 前年度参加者数

エンジョイスポーツ教室 継 6月4日～7月30日（8回）※中止 海洋センター 一般 延238名

フレッシュスポーツ教室「簡単ピラティス」 継 4月～3月（37回）※4月～6月7回中止 海洋センター 一般 延2,282名 延3,368名

フレッシュスポーツ教室「ナイトピラティス」 継 4月～3月（38回）※4月～6月6回中止 海洋センター 一般 延1,391名 延2,005名

ヨガ教室「ハタ・ヨガ」午前 継 4月～3月（38回）※4月～6月6回中止 海洋センター 一般 延1,975名 延2,875名

ヨガ教室「ハタ・ヨガ」夜間 継 4月～3月（38回）※4月～6月6回中止 海洋センター 一般 延714名 延1,029名

パワーヨガ教室 継 4月～3月（38回）※4月～6月6回中止 海洋センター 一般 延494名 延611名

やさしい筋力トレーニング教室 継 12月～令和3年1月（20回） 海洋センター 原則60歳以上 延1,129名 延1,346名

春の体力アップトレーニング教室 継 令和3年2月～3月（15回） 海洋センター・サンビレッジ 原則60歳以上 延852名 延422名

冬季健康スポーツ教室「歩くスキー」 継 令和3年1月7日～3月18日（10回） 海洋センター周辺 一般 延235名 延283名

合　　　　計 延9,072名 延12,177名

(３)　市民体育大会開催事業

事　業　名　等 新継 期　　　　間 場　　　所 備　　考 参加者数 前年度参加者数

第24回石狩市民体育大会

　軟式野球大会 継 5月10日～6月21日、9月13日～10月4日 青葉公園野球場・紅葉山公園野球場 春季大会中止 延225名 延450名

　剣道大会 継 5月10日、9月27日 海洋センター 春季・秋季大会中止 延203名

　卓球大会 継 5月24日、9月13日 花川南コミセン 春季・秋季大会中止 延214名

  水泳大会 継 9月27日 市民プール 秋季大会中止 44名

　バレーボール大会 継 5月10日、9月13日 花川小学校体育館 春季・秋季大会中止 延36名

　柔道大会 継 10月4日 海洋センター 秋季大会中止 89名

　弓道大会 継 5月17日、9月13日 弓道場 春季・秋季大会中止 延27名

　ソフトボール大会 継 6月7日、10月4日、令和3年3月7日 スポーツ広場、サンビレッジ 春季大会中止 延360名 延585名

　ソフトテニス大会 継 5月17日、10月4日、令和3年1月17日 紅葉山公園、サンビレッジ 春季・冬季大会中止 22名 延188名

　バドミントン大会 継 5月17日、11月28日 海洋センター 春季・秋季大会中止 延224名

　スキー大会 継 令和3年1月31日 サッポロテイネオリンピアスキー場 冬季大会中止 40名

　テニス大会 継 5月10日、9月13日、2月23日 サンビレッジ 春季・秋季・冬季大会中止 延148名

　ボート大会 継 8月29日 茨戸川漕艇場 秋季大会中止 44名

　ゲートボール大会 継 5月15日、9月12日、令和2年3月3日 スポーツ広場、サンビレッジ 春季・冬季大会中止 18名 延29名

　ミニバレー大会 継 5月24日、令和3年2月21日 海洋センター 春季大会中止 30名 延123名

　パークゴルフ大会 継 5月24日、9月21日、令和3年1月23日 緑苑台ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場、サンビレッジ 春季・冬季大会中止 44名 延105名

　サッカー大会 継 9月13日、令和3年2月6･7日 サンビレッジ 秋季大会中止 140名 延282名

　バスケットボール大会 継 6月7日～28日、10月3日～11月1日 海洋センター 春季・秋季大会中止 延972名

　スポンジテニス大会 継 9月13日 海洋センター 秋季大会中止 36名

　ゴルフ大会 継 5月24日、9月27日 ｼｪｲｸｽﾋﾟｱｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｼｬﾄﾚｰｾﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ石狩 春季大会中止 23名 延73名

  登山 継 10月3日 雄冬山 10名 20名

　合気道 継 12月20日 花川南コミセン 冬季大会中止 45名

合　　　　計 延872名 延3,977名

小学生高学年

海洋センタープール
小学生低学年

健康・体力づくりへの意識の高揚を図るため、市民が気軽に楽しめるスポーツの提供に努めた。

生涯各期にわたって継続的に親しむことのできるスポーツの振興を図るため、各種大会の参加機会の提供に努めた。

　この法人は、石狩市民がスポーツに親しみながら、体力や技術の向上を図るために必要な事業を行い、もってスポーツと健康づくりの推進に寄与すること
を目的とする。

スポーツ人口の拡大を図るため、身近に取り組むことのできる各種教室・大会の開催に努めた。

令和２年度　公益財団法人石狩市体育協会事業報告
（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）



(４)　市民スポーツまつり開催事業

事　業　名　等 新継 期　　　　間 場　　　所 対　　　象 参加者数 前年度参加者数

第20回記念大会石狩市民スポーツまつり 中止

　市民ソフトボール大会 継 9月5日、6日 スポーツ広場 市民 710名

　石狩サーモンマラソン大会 継 9月6日 石狩市役所（花川北・南地区） 5歳以上 1,360名

　小・中学校駅伝大会 継 9月6日 石狩市役所（花川北・南地区） 市内小・中学生 433名

　いしかり歩け歩こう会 継 9月6日 石狩灯台周辺 小学生以上 185名

　スポレク大会 継 9月6日 スポーツ広場 5歳以上 1,868名

合　　　　計 ― 延4,556名

(５)　スポーツ功労者表彰事業

事　業　名　等 新継 内　　　　訳 前年度

スポーツ表彰授賞式 継

　功労表彰 1個人 2個人

　功績表彰 2個人 1個人、1団体

　特別表彰

合　　　　計 3件 4件

(６)　スポーツ情報提供・広報事業

事　　業　　名 新継 期　　　　間

体協ニュースの発行 継 8月、11月、令和3年1月、4月

スポーツ相談事業 継 通年

ホームページの充実 継 通年

公１－２　スポーツの振興を図るための指導者の養成や組織の強化
（１）スポーツ交流事業

事　業　名 新継 場　　　所 内　　　容 期　間 参加者数 前年度参加者数

石狩管内スポーツフェスタ２０２０ 継 当別町・新篠津村開催（輪番制）※中止 7月26日～9月20日

　卓球 当別町総合体育館アリーナ 男女混合団体戦 7月26日 113名

　軟式野球 若葉球場 一般男子 8月22日、23日 74名

　剣道 当別町総合体育館アリーナ 一般男女、年齢別、高齢者 9月20日 115名

　ソフトテニス 一般男子、一般女子 69名

　パークゴルフ 新篠津村ふれあい公園パークゴルフ場 男女混成 8月18日 84名

　バドミントン 一般、成年、総合 54名

　テニス 一般男子、一般女子 49名

　ソフトボール 一般男子 65名

　弓道 当別町総合体育館弓道場 団体戦 9月13日 35名

　ミニバレー 当別町総合体育館アリーナ 一般男女、男女混成 8月23日 81名

Ｂ＆Ｇスポーツ大会石狩予選会 継 海洋センター　※中止 剣道（団体戦・個人戦） 5月31日 47名

Ｂ＆Ｇ北海道ブロック・スポーツ交流交換会 継 大空町女満別　※中止 剣道（団体戦・個人戦） 11月1日 12名

合　　　　計 ― 798名

（２）スポーツ指導者養成事業

事　業　名 新継 期　　　　間 場　　　所 対　　　象 参加者数 前年度参加者数

スポーツ指導者セミナー 継 令和3年3月5日 海洋センター 指導者・一般 18名 中止

スポーツ指導者養成派遣助成事業 継 加盟団体

　日本パークゴルフ協会指導員・アドバイザー
　認定講習会

令和2年6月7日 野幌公民館 会員 4名

　令和２年度居合道前期講習会 令和2年10月24日、5日 岩見沢市栗沢B＆G海洋センター 会員 1名

スポーツ指導者等派遣 継 113名

　市教委ＳＡＴ事業　中学校柔道授業 11月4日～12月24日(76回) 市内中学校体育館 柔道連盟 3名

　市教委ＳＡＴ事業　学校スキー授業 令和3年1月19日～2月12日(29回) スキー場（札幌・当別） スキー連盟 36名

　浜益区放課後子ども教室 令和3年8月19日 浜益小学校 体育協会職員 3名

　令和３年度消防職員採用資格試験（初級職） 10月21日 海洋センター 体育協会職員 3名

合　　　　計 延68名 延132名

道内他都市等とのスポーツを通じた交流を深めるとともに、技術の向上や指導者の養成に努めた。

指導的立場で活動している者を対象に、指導に必要な知識・技術等の習得の機会を提供したほか、指導者等が講習会等に参加する費用の一部を助成金交付要
綱に基づき助成した。

19名

石狩市におけるスポーツの健全な普及・発展に寄与し、功績の顕著な個人及び団体に対し、スポーツ表彰規程に基づき表彰した。

ホームページや広報誌を活用し、市内スポーツ施設の利用状況や健康体力づくり等に関する各種情報を提供した。
備　　　　考

市広報へ折込

スポーツ健康都市宣言の具現と市民ひとり一スポーツの推進を図るため、誰もが体力や年齢に応じて参加できる全市的なスポーツイベントの開催に努めた。



（３）競技力向上助成事業

事　業　名 新継 期　　　　間 場　　　所 対　　　象 参加者数 前年度参加者数

競技力向上助成・特別選手強化助成事業 継 延2,131名

　令和元年度初心者パークゴルフ教室 令和1年6月10日 緑苑台パークゴルフ場 一般 19名

　令和元年度石狩ジュニア卓球教室 平成31年4月4日～令和2年2月20日 花川北・南コミセン 小・中学生 延116名

　石狩市弓道連盟初心者講習会 令和1年6月30日 石狩市弓道場 一般 6名

　年末年始剣道強化錬成会 令和元年12月29日～令和2年1月3日 海洋センター 小・中学生・一般 延1,298名

　剣道教室 平成31年4月4日～令和2年2月20日 海洋センター 小・中学生 延341名

  テニス選手強化技術講習会 平成31年4月18日、令和元年11月21日～令和2年2月20日 サンビレッジ 一般 70名

　ソフトテニス審判講習会 令和1年7月28日 公民館 会員・中学生 32名

　ミニバレー審判講習会 令和1年9月21日 海洋センター 会員 54名

　ソフトボール審判記録伝達講習会 平成31年4月7日 サンビレッジ 登録審判員 26名

　令和元年度パークゴルフアドバイザー研修会 令和1年5月19日 花川北コミセン 会員 21名

　令和元年度石狩剣道連盟指導者講習会 平成31年2月2日 海洋センター 会員 16名

　令和２年度ソフトボール特別選手強化講習会 令和2年12月27日～28日 サンビレッジ 中学生・指導者 延40名

合　　　　計 延2,039名 延2,131名

（４）組織強化助成事業

事　業　名　等 新継 内　　　　訳 備　　　考

加盟団体助成 継 令和元年度実績

　更新団体 24団体 2,917名 24団体 3,151名

　新規団体

　脱退

合　　　　計 2,917名 3,151名

公１－３　生涯スポーツの振興を図るための各種教室の開催及び施設の管理運営
（１）石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター・石狩市多目的スポーツ施設に関する自主事業
ア　スポーツ教室の開催

事　業　名 新継 期　　　　間 場　　　所 対　　　象 参加者数 前年度参加者数

初心者スポーツ教室

　ＨＩＰ・ＨＯＰダンス 継 4月～3月　　※中止 サンビレッジ 小学生以上 延103名

　少林寺拳法 継 10月～11月　※中止 サンビレッジ 小学生 延39名

　バドミントン教室 継 4月～3月　　※中止 海洋センター 小・中学生 延2,414名

　バレーボール教室 継 5月～10月　 ※中止 海洋センター 小・中学生 中止

　剣道教室 継 4月～3月　　※中止 海洋センター 小学生 延1,009名

　卓球教室 継 4月～3月（4～5月中止） 海洋センター 中学生以上 延298名 延544名

　サッカー教室 継 4月～3月（4～5月中止） スポーツ広場・サンビレッジ 幼児、小学生 延1,043名 延486名

　テニス教室 継 5月～10月（5月中止） サンビレッジ 高校生以上 延283名 延401名

　水泳教室 継 7月～8月　　※中止 海洋センター 小学生以上 延98名

　カローリング教室 継 4月～9月　　※中止 海洋センター 高校生以上 延440名

　ソフトボール教室 継 5月～10月（週2回）5月中止 スポーツ広場 小学生 延542名 延998名

　弓道教室 継 11月～3月 サンビレッジ 中学生以上 延267名 延146名

合　　　　計 延2,433名 延6,678名

イ　歩くスキーコースの設置と用具貸出

事　　業　　名 新継 期　　　　間 利用人数 前年度利用人数

歩くスキーコース設置 継 1月6日～3月18日 延367名 延314名

ウ　スポーツ塾の開催

事　　業　　名 新継 期　　　　間 参加者数 前年度参加者数

バスケットボール教室 継 4月～3月（40回） 延2,044名 延4,152名

バスケットボールクリニック 継 8月8日 45名 30名

からだケア教室 継 9月23日～11月11日（8回） 延242名 延302名

合　　　　計 延2,331名 延4,484名

エ　冬季スポーツの調査・計画

事　　業　　名 新継 期　　　　間 場　　　所 対　　　象 参加者数 前年度参加者数

ウインターチャレンジ事業

　ヘルスプロモーションクラス 新 1月～3月 スポーツ広場・海洋センター 冬季スポーツ愛好者 延8名

　スポーツスクールクラス 新 1月13日～2月17日（計6回） スポーツ広場・海洋センター 小学校低学年 延63名 延105名

　チャレンジDAYクラス 新 1月30日～2月27日（5回） スポーツ広場・海洋センター 冬季スポーツ愛好者 延93名

合　　　　計 延164名 延105名

㈱レバンガ北海道事業連携

雪や寒さを活用した特色あるスポーツを推進し、冬期間における、スポーツ人口の拡大を図るため、スポーツ大会及び教室等の開催に努めた。

競技団体や関係団体の協力を得ながら市民のスポーツへの参加機会を提供し、スポーツを通じた市民の健康、体力の増進に努めた。

冬期間、海洋センター周辺に歩くスキーコースを開設し、市民に一般開放するとともに、用具の貸し出しを行うなどスポーツの普及に努めた。
備　　　　考

クラシカルコース整備

市民にスポーツへ参加する機会の提供に努めると共に、定期的にスポーツを実践する青少年の体力及び高度な技術の向上を図るため、スポーツ推進事業の効
果的な開催に努めた。

備　　　　考

加盟団体が競技選手の育成強化や競技水準の向上を図るため、開催する講習会等に係る経費の一部を助成した。

加盟団体の発展及び向上を図るため、活動費の一部を助成金規程に基づき助成した。



（２）施設の貸出に関する事業

ア　石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター

区　　　　分 新継 期　　　　間 利用人数 前年度利用人数

アリーナ 継 4月～3月 延22,959名 延38,300名

トレーニングルーム 継 4月～3月 延11,021名 延17,671名

ミーティングルーム 継 4月～3月 延889名 延5,031名

プール 継 7月1日～8月31日 延4,610名

合　　　　計 延34,869名 延65,612名

事　　業　　名 新継 期　　　　間 利用人数 前年度利用人数

サービス向上事業

　B&Gスポーツ大会石狩市代表選手育成稽古会 継 中止 延450名

合　　　　計 ― 延450名

イ　石狩市多目的スポーツ施設

区　　　　分 新継 期　　　　間 利用人数 前年度利用人数

アリーナ 継 4月～3月 延28,649名 延37,581名

トレーニングルーム 継 4月～3月 延3,370名 延5,926名

ミーティングルーム 継 4月～3月 延3,424名 延10,161名

合　　　　計 延35,443名 延53,668名

他１　はまなす国体記念石狩市スポーツ広場等の管理運営等事業（定款第４条第１項第６号に掲げる事業）

ア　はまなす国体記念石狩市スポーツ広場

区　　　　分 新継 期　　　　間 利用人数 前年度利用人数

ソフトボール球場 継 6月1日～10月31日 延13,948名 延21,173名

サッカー場 継 6月1日～10月31日 延17,013名 延20,442名

ゲートボール場 継 6月1日～10月31日 延900名 延106名

芝生 継 6月1日～10月31日 延5,279名 延5,217名

合　　　　計 延37,140名 延46,938名

イ　石狩市緑苑台パークゴルフ場

区　　　　分 新継 期　　　　間 利用人数 前年度利用人数

ハマナスコース・ナナカマドコース 継 6月1日～11月8日 延20,913名 延24,854名

ウ　石狩市浜益スポーツセンター

区　　　　分 新継 期　　　　間 利用人数 前年度利用人数

アリーナ 継 4月～3月 延1,568名 延1,766名

エ　学校開放管理業務

事　　業　　名 新継 期　　　　間 利用人数 前年度利用人数

体育館 継 4月～3月（5～７月臨時休館） 延26,097名 延43,976名

グラウンド 継 5月～10月（5月臨時休館） 延3,888名 延4,887名

合　　　　計 延29,985名 延48,863名

収１　自動販売機の設置事業（定款第４条第１項第７号に掲げる事業）

施　　設　　名 台数 種　　　　類 期　　　　間

石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター 5 飲料水、食料品 4月～3月

石狩市多目的スポーツ施設 5 飲料水 4月～3月

はまなす国体記念石狩市スポーツ広場 2 飲料水 5月～10月

石狩市緑苑台パークゴルフ場 3 飲料水 4月～11月

5月開設延期により6月オープン

4/1～5、4/15～5/31臨時休館

備　　　　考

備　　　　考

4/1～5、4/15～5/31日臨時休館

4/1～5、4/15～5/31日臨時休館

4/1～5、4/15～5/31日臨時休館

市内小・中学校体育施設開放の管理

5月開設延期により6月オープン

5月開設延期により6月オープン

備　　　　考

備　　　　考

4～5月開設延期により6月オープン

概要：　石狩市から指定管理を受けて実施する施設の管理運営及び石狩市から委託を受けて実施する受託業務等を行った。

備　　　　考

5月開設延期により6月オープン

4/1～5、4/15～5/31日臨時休館

開設中止

備　　　　考

石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター、石狩市多目的スポーツ施設の設置目的を踏まえ、各種競技大会、研修会、レクリエーション、個人の利用等に、アリーナ、ト
レーニングルーム、ミーティングルーム、トレーニング室を貸し出しした。

備　　　　考

4/1～5、4/15～5/31日臨時休館

4/1～5、4/15～5/31日臨時休館


