
場　　所 対　　象 定　員 備　考

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

　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。

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

4月～3月 市内 市民 100件

趣旨：　市民がスポーツに参加する機会の提供やスポーツに関する情報を発信すること等により、心身の健康と体力の保持増
進に努めるとともに、広くスポーツを啓発し、スポーツの普及・振興を図る。

（１）体験教室等開催事業

　市民がスポーツを体験し楽しむことにより、健康・体力づくりへの意識の高揚とスポーツの啓発普及を図る。

事　　　業　　　名 期間等

10名以上団体

元気スポーツフィールドｉｎ石狩 10月24日 濃昼山道 高校生以上 40名

スポレク出前講座

第43回石狩浜歩くスキー＆かんじき
ウォーキングﾞの集い

2月上旬 石狩浜 愛好者 100名

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

8月9日
緑苑台
パークゴルフ場

一般 50名 ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ制

マリンスポーツ教室
事前研修 8月2、3日 海洋センター

小学4～6年生
50名

体験研修 8月4日 滝川市海洋センター 50名

はじめてのスイミング教室 7月 海洋センター・厚田 小学1～3年生 30名・10名

キッズスポーツクラブ 4月6日～3月22日 海洋センター 幼児（年長） 30名

（２）　健康・体力づくり推進事業

　市民が気軽に楽しめるトレーニング活動等を実施し、健康と体力の保持増進に努め、健康に対する意識の高揚を図る。

事　　　業　　　名 期間等 場　　所 対　　象 定員 備　考

エンジョイスポーツ教室 6月3日～7月22日 海洋センター 成人 40名

フレッシュスポーツ教室
  「簡単ピラティス」

午前 4月8日～3月24日 海洋センター 成人 100名

夜間 4月6日～3月22日 海洋センター 成人 100名

ヨガ教室「ハタ・ヨガ」
午前

4月6日～3月22日 海洋センター 成人
80名

夜間 80名

パワーヨガ教室 午後 4月8日～3月24日 海洋センター 一般 40名

やさしい筋力トレーニング教室 12月～1月 海洋センター 原則60歳以上 60名

春の体力アップトレーニング教室 2月～3月 海洋センター 原則60歳以上 50名

冬季健康スポーツ教室「歩くスキー」 1月～3月 スポーツ広場 成人 50名

（３）　市民体育大会開催事業

　石狩市の共催を得て石狩市体育協会が主催し、競技団体の協力を得ながら年間を通じて各種競技大会を開催することに
より、市民のスポーツ活動の普及振興を図る。

事　　　業　　　名 期間等 場　　所 対　　象 定　員 備　考

第25回石狩市民体育大会

春季大会 5月～6月 市内体育施設 市民 無

秋季大会

夏季大会 7月～8月 市内体育施設 市民 無

9月～11月 市内体育施設 市民 無

冬季大会 1月～3月 市内体育施設 市民 無



（４）　市民スポーツまつり開催事業

　石狩市体育協会が石狩市の共催を得ながら、市内各団体で組織する実行委員会を設置し、スポーツレクリエーション活動
への参加意欲を喚起するとともに、市民ひとり一スポーツを推進することを目的に各種大会等を実施する。

事　　　業　　　名 期間等 場　　所 対　　象 定　員 備　考

花川北・南地区 市民・他 1,300名

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 スポーツ広場

小・中学校駅伝大会 花川北・南地区 小・中学生 定員無
石狩市民スポーツまつ

り

市民 52チーム

スポレク大会

ｻｰﾓﾝﾏﾗｿﾝ大会

歩け歩こう会 石狩灯台周辺 市民・他 300名

協議中

定員無

（５）　スポーツ功労者表彰事業

スポーツ広場 市民

　石狩市におけるスポーツの健全な普及振興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
する。

事　　　業　　　名 対　　象 備　考

スポーツ表彰 石狩市におけるスポーツの健全な普及振興に寄与された個人・団体

（６）　スポーツ情報提供・広報事業

　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する。

事　　　業　　　名 期間等 備　　　考

ホームページの充実 随時

スポーツ相談事業 随時 市民や団体からの相談等に対応

体協ニュースの発行 4回 市広報紙へ折込

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

趣旨：　スポーツ指導者の養成や他都市との交流、競技団体の組織の強化などを通じて競技力の向上を図る。

（１）　スポーツ交流事業

　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を図る。

事　　　業　　　名 期間等 場　　所 対　　象 備　　考

石狩管内スポーツフェスタ２０２１ 7月～9月 江別市 成人

Ｂ＆Ｇスポーツ大会石狩予選会 6月 海洋センター 小・中学生 剣道の部

Ｂ＆Ｇ北海道ブロック・スポーツ交流交換会 7月 大空町女満別 小･中学生 全道36ｾﾝﾀｰ

（２）　スポーツ指導者養成事業

　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するほか、指導者等が講習会等
に参加する費用の一部を助成する。

事　　　業　　　名 期間等 場　　所 対　　象 定員 備　考

スポーツ指導者セミナー 3月 海洋センター 保育士・教員・指導者 20名

スポーツ指導者養成派遣助成 随時 ― 加盟団体指導者 ―

スポーツ指導者等派遣
中体連、ｽｸｰﾙｱ
ｼｽﾀﾝﾄ等

随時 市内体育施設 加盟審判・指導者 ―

（３）　競技力向上助成事業

　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、開催する講習会等の経費の一部を助成する。

事　　　業　　　名 対　　象

競技力向上事業助成 加盟団体が主催した事業

特別選手強化事業助成 加盟団体が主催する事業



ア　スポーツ教室の開催

イ　歩くスキーコースの設置と用具貸出

ウ　スポーツ塾の開催

エ　冬季スポーツの調査・計画

（４）　組織強化助成事業

　加盟する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する。

事　　　業　　　名 対　　象

加盟団体助成 体育協会加盟24団体(スポーツ少年団登録2４団）

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

趣旨：　市民がスポーツに親しみながら、競技力の向上や心身の健康と体力の保持増進を図るため、各種教室や大会等を開
催するとともに、活動の拠点となる施設の管理運営を行うことにより、スポーツの振興と市民の健康の維持・増進を一体的に推
進する。

（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

　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、スポーツ人口の拡大に努め、スポーツを
通じた市民の健康・体力の増進を図る。

事　　業　　名 種　　目 期間等 場　　所 対　　象 定　員 備　考

初心者スポーツ教室

バドミントン 通年 海洋センター 小・中学生 30名

卓球 通年 海洋センター 小・中学生

剣道 通年 海洋センター 小・中学生 30名

10名

水泳 7月～8月 海洋センター 高校生以上 20名

カローリング 4月～9月 海洋センター 小学生以上 30名

バレーボール 6月～8月 海洋センター 高校生以上 20名

ソフトボール 5月～10月 スポーツ広場 小学生以上 20名

テニス 5月～10月 ｻﾝ・ﾋﾞﾚｯｼﾞいしかり 高校生以上
初級24名
中級12名

サッカー 通年 ｻﾝ・ﾋﾞﾚｯｼﾞいしかり
幼児（年中・年長）
小学(１．２年生)

40名

通年 海洋センター 小学3年以上 10名

弓道 11月～3月 ｻﾝ・ﾋﾞﾚｯｼﾞいしかり 一般 10名

少林寺拳法 10月～11月 ｻﾝ・ﾋﾞﾚｯｼﾞいしかり 小学生 10名

ＨＩＰ・ＨＯＰダンス

　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、用具の貸出を行う。

事　　　業　　　名 期間等 場　　所 備　　　考

歩くスキーコース開放業務 1月～3月 海洋センター

　市民にスポーツへ参加する機会の提供に努めるとともに、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を目的に次の事業を行う。

事　　　業　　　名 期間等 場　　所 備　　　考

バスケットボール教室 4月～3月 海洋センター 共催：レバンガ北海道

　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、調査・検討を重ね、ス
ポーツ大会及び教室等の計画を策定する。

事　　　業　　　名 期間等 場　　所 備　　　考

ウィンターチャレンジ事業 1月～3月 スポーツ広場･海洋センター



（２）　施設の貸出に関する事業

　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を貸出する。

　ア　石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター

事　　　業　　　名 期間等 備　　　考

貸出事業

アリーナ、トレーニング
ルーム、ミーティングルー
ム

4月～3月
バスケットボール1面、剣道4面、バレーボール2面、バドミントン4
面、バウンドテニス8面等

プール 7月～8月 25ｍプール、幼児用プール

　イ　石狩市多目的スポーツ施設

事　　　業　　　名 期間等 備　　　考

貸出事業
アリーナ、トレーニング
ルーム、会議室

4月～3月
テニス3面、ミニサッカー2面、ゲートボール4面、パークゴルフ、野
球、ソフトボール、ダンス等

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）

概要：　石狩市から指定管理を受けて実施する「はまなす国体記念石狩市スポーツ広場」「石狩市緑苑台パークゴルフ場」「石
狩市浜益スポーツセンターの管理運営、及び石狩市から委託を受けて実施する市内小・中学校開放事業の管理業務を遂行す
る。

　ア　はまなす国体記念石狩市スポーツ広場

事　　　業　　　名 期間等 備　　　考

貸出事業

ソフトボール場 5月～10月 ソフトボール場４面（内２面ナイター照明完備）

サッカー場 5月～10月 サッカー場２面（ナイター照明完備）

ゲートボール場 5月～10月 ゲートボール場４コート

　イ　石狩市緑苑台パークゴルフ場

事　　　業　　　名 期間等 備　　　考

貸出事業
ハマナスコース 4月下旬～11月上旬 １８ホール

ナナカマドコース 4月下旬～11月上旬 １８ホール

サービス向上事業

開設期間の変更 4月下旬～11月上旬

利用料金の変更 4月下旬～11月上旬
大人1日券700円を500円に変更、用具利用料200円を100円に変
更

割引料金の設定 4月下旬～11月上旬 黄昏割引を設定　1日券500円を指定の時間から300円に設定

紅葉山南公園テニスコート受付業務 4月下旬～11月上旬 紅葉山南公園料金徴収並びに受付業務

　ウ　石狩市浜益スポーツセンター

事　　　業　　　名 期間等 備　　　考

貸出事業 アリーナ 4月～3月
バドミントン3面、バレーボール2面、バスケットボール1面、卓球3
台

サービス向上事業 利用料金の変更 4月～3月 1時間利用料金夏季2,380円、冬季3,090円を一律1,000円に変更

　エ　学校開放管理業務

事　　　業　　　名 期間等 備　　　考

学校開放管理業務 体育館・グラウンド 4月～3月
石狩市内13校の小・中学校で条例に基づき実施する学校開放管
理業務を行う。



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）

概要：　石狩市から指定管理を受けている５施設のうち、利用者へのサービス提供の一貫として、石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター、
石狩市多目的スポーツ施設、はまなす国体記念石狩市スポーツ広場、石狩市緑苑台パークゴルフ場に設置している自動販売
機の設置業者から徴収する手数料収入。

施　　設　　名 期　　間 種　　類 設置数

石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター 4月～3月 飲料水、食料品 5

石狩市多目的スポーツ施設 4月～3月 飲料水 5

はまなす国体記念石狩市スポーツ広場 5月～10月 飲料水 2

石狩市緑苑台パークゴルフ場 4月～11月 飲料水 3


