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令和３年度公益財団法人浜松市スポーツ協会事業計画 

 

１．基本方針 

公益財団法人浜松市スポーツ協会は、定款に定める「浜松市における健康・体力つくりを推進し、

アマチュア精神を培い、スポーツの普及・向上を図り、もって健康で明るい市民の育成に寄与する」

ことを基本理念に掲げ、「いつでも、だれでも、どこでも、いつまでも」さまざまなスポーツに親しめ

る生涯スポーツ社会の実現を目指すため、加盟団体等との連携を図りながら、「する、みる、ささえる」

スポーツの振興に努めるとともに、市民のスポーツニーズを的確にとらえ、定款第４条に定める事業

を推進する。 

 

２．重点項目 

市民のよきスポーツリーダーとして、豊かなスポーツライフを生涯にわたって実現していくため、

スポーツにかかわる全ての人が自主的にかつ継続して、さまざまなスポーツ事業へ参加することが大

切であると考える。 

そのために、スポーツ活動に積極的に取り組める環境を整え、スポーツを通じたまちづくりを推進

し、子供から高齢者まで幅広いニーズに応じた魅力あるスポーツプログラムの提供をする。 

 

３．自主事業 

（１）各種スポーツ団体の育成強化に関すること 

加盟団体の育成強化を図るため、各団体へ活動助成金を交付する。 

①種目別スポーツ団体 ４８団体 

②小・中学校団体 ２団体 

③レクリエーション協会 １７団体 

④スポーツ少年団 １５３団体 

⑤校区体育振興会 ６５団体 

（２）スポーツ普及事業に関すること 

レクリエーションスポーツ用具の貸出を無料で行い、普及を図る。 

①軽スポーツ普及事業 

用具貸出場所 浜松アリーナ ４０種目 

浜北総合体育館 １０種目 

舞阪総合体育館 １６種目 

天竜支部 ７種目 

（３）競技力向上に関すること 

国民体育大会及び全国中学校総合体育大会出場選手に対しての激励金の交付、ジュニア育

成団体への事業助成およびオリンピック候補選手への助成を実施する。 

①国民体育大会出場選手激励金交付 

②全国中学校総合体育大会出場選手激励金交付 

③ジュニア育成事業助成 

④オリンピック選手助成 
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（４）市民の健康・体力つくりに関すること 

市民が気軽に参加できるイベントを実施し、日頃の練習の成果を発揮する場を提供する。 

①浜松市民グラウンド・ゴルフ大会（共催） 

実施期日 令和３年１１月頃 

実施場所 調整中 

（５）各種大会等の事業助成に関すること 

支部および加盟団体が開催する市内大会、スポーツ教室、各種イベント等に対して開催助成

金を交付する。 

①地域スポーツ活性化支援事業 ７支部 

②各種市内大会開催助成 ４８大会 

③スポーツ教室開催助成 ８１教室 

（６）各種スポーツ教室の開催に関すること 

生涯にわたって継続されるスポーツ活動を推進するため、各世代のスポーツ未経験者・初

心者を対象として、各種健康教室及びスポーツ教室を実施する。 

種目別スポーツ教室（２９種目１９８教室） 

（７）市民スポーツ祭総合開会式に関すること 

加盟団体の団結、相互の理解、協調を目的とした市民スポーツ祭総合開会式を開催する。 

第７５回浜松市民スポーツ祭総合開会式 

開催期日 令和３年 ６月２０日（日） 

開催場所 浜松アリーナ 

（８）広報活動に関すること 

市民のスポーツに対する理解と関心を高め、スポーツ事業への参加を促すため、広報誌の

発行、ホームページの内容の充実などにより、情報を積極的に発信していく。 

①市民スポーツだより「ジャンプ」の発行 

年３回（４月・８月・１２月）発行予定 

年間事業計画の紹介・結果報告 

各教室開催案内 

加盟団体の紹介 

軽スポーツ用具の紹介 など 

②広報はままつによる各種スポーツ教室・イベントへの参加案内 

③ホームページによるスポーツ情報の発信 

協会概要の掲載 

教室・イベントスケジュールの紹介・案内・申込 

管理施設の掲載 

加盟団体向け書類ダウンロード など 

④ブログによる情報の発信 

施設情報、地域情報や、当協会に親しみをもってもらえるよう、様々な情報を更新する。 
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（９）体育功労者・優秀選手の表彰に関すること 

浜松市民スポーツ祭総合開会式の開催にあわせ、体育功労者及び優秀選手を表彰する。 

①体育功労者の表彰 

②優秀選手の表彰 

 

４．支部事業 

（１）浜北支部 

第５８回浜北スポーツ祭 5月～12月 

こどもの日スポーツフェスタ inはまきた 05月 05日（水・祝） 

第３５回浜北ラジオ体操のつどい 08月 8日（日） 

スポーツ浜北５８号発行 3月 01日（火） 

スポーツ実技講習会 

（２）天竜支部 

第３９回天竜歩け歩こう大会 4月 11日（日） 

第３３回天竜グラウンド・ゴルフ大会 5月 15日（土） 

第２９回天竜チャリティゴルフ大会 6月 9日（水） 

第９回天竜ビーチボールバレー大会 6月 13日（日） 

北遠地区グラウンド・ゴルフ大会 7月 18日（日） 

第２０回天竜ファミリーバドミントン大会 08月 29日（日） 

第８回船明ダム周回駅伝大会 11月 28日（日） 

元旦マラソン 1月 01日（土） 

（３）舞阪支部 

ミニバスケットボール大会 4月 24日（土）～25日（日） 

舞阪支部杯ソフトボール大会 5月～11月 

第４５回空手道大会                          12月 19日（日） 

第１１回舞阪杯親善婦人バレーボール大会    1月  9日（日） 

（４）雄踏支部 

テニス大会 5月 10月 

グラウンド・ゴルフ大会 7月 

雄踏スポーツ祭り 09月 

サッカー大会 12月 

卓球大会 3月 

軽スポーツ教室 4月～3月 

（５）細江支部 

北区ふれあいマラソン大会  

スポーツ少年団教室・大会開催 
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（６）引佐支部 

スポーツ少年団合同入団式 4月 

引佐グラウンド・ゴルフ大会 5月 

引佐ビーチボール大会 6月 

北区民バレーボール大会 10月 

選抜少年野球引佐大会 10月 

引佐インディアカ大会 11月 

（７）三ヶ日支部 

体育功労賞表彰式 4月 11日（日） 

応急救命講習会 7月～10月 

小学生スポーツ教室等生徒募集 1月 

加盟団体大会・教室開催 

（８）春野支部 

はるのゲートボール大会 6月 

グラウンド・ゴルフ大会 9月 

第４９回天狗の里駅伝大会 1月 

第７回はるのビーチボールバレー大会 2月 

はるの卓球大会 2月 

北遠地区親睦ファミリーバドミントン大会 3月 

公開練習会開催（年４回） 

軽スポーツ教室開催（月１回） 

（９）佐久間支部 

種目別教室・大会開催（５種目） 

第４９回佐久間駅伝大会 1月下旬 

（10）水窪支部 

健康講習会開催 

第７回みさくぼスポーツ祭 10月 17日（日） 

第７０回北遠駅伝大会  2月 27日（日） 

みさくぼスポーツクラブとの連携 

（11）龍山支部 

グラウンド・ゴルフ大会 5月 16日（日） 10月  9日（土） 

ビーチボール大会 6月 1日（火） 10月  5日（火） 

龍山ふれあい運動会 10月上旬 

第４５回秋葉ダムさくらマラソン大会  3月下旬 

龍山ファミリーバドミントン大会 011月 10日（水） 

各種教室開催 
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５．浜松市からの受託事業等 

（１）浜松市民スポーツ祭開催事業 

浜松市民が広くスポーツに参加できる機会を設けることにより、体力の向上と健康の保持

増進を図るとともに、明るく豊かな市民生活に資することを目的として開催する。 

開催期間 令和３年４月～令和４年３月 

開催種目 ４６種目 

（２）地域スポーツ振興事業 

市民一人ひとりがスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現するため、校区

体育振興会を拠点として地域スポーツ振興事業を実施する。 

実施期間 令和３年４月～令和４年３月 

実施校区 ６５校区 

（３）スポーツスタートアップ開催事業 

初心者向けのスポーツ教室及びイベント等を開催し、年齢や性別、障害の有無を問わず、

これからスポーツを始める意欲のある人の支援をすることで、市民のスポーツ実施率の向上

を図る。 

実施期間 令和３年４月～令和４年３月 

実施回数 年３０回 

（４）スポーツ健康相談事業 

問診を中心として、市民の健康増進とスポーツ実践に関する相談を実施し、安全なスポー

ツ実践の援助を行う。 

毎月 第２土曜日（全１０回） 

（５）浜松市地域スポーツ指導者養成講習会開催事業 

地域で活躍する指導者の養成及びすでに登録されている指導者の指導技術、技能、知識、

心構え等、指導者としての資質の向上を図る。 

また、生涯スポーツ愛好者の拡大と組織の充実、さらには地域に根付いたスポーツの普及、

発展のための軽スポーツ指導者の育成を図る。 

実施期間 令和３年４月～令和４年２月 

実施回数 １５回 

（６）浜松市トップアスリート連携事業 

地域スポーツとトップスポーツとの連携・協働を推進することにより、次世代アスリート

の発掘や育成につながる仕組みづくりの整備や、将来育成されたアスリートが地域の指導者

となる好循環のサイクルの確立を目的とし、浜松市に拠点を置いて活動しているトップチー

ムから小学校や中体連等で開催するスポーツ教室へトップアスリート等を派遣依頼する。ま

た、新たにトップアスリートとの交流イベントを浜松アリーナ、サーラグリーンアリーナな

どで開催をする。 

実施期間 令和３年４月～令和４年３月 

派遣対象 小学校、中体連・中学校、幼稚園、コミュニティスクール、スポーツ少年団 
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６．指定管理者事業 

（１）浜松アリーナ 

（２）かわな野外活動センター 

（３）四ツ池公園（野球場・陸上競技場） 

（４）天竜体育施設グループ 

天竜体育館・天竜庭球場・天竜武道館・船明ダム運動公園 

（５）浜北体育施設グループ 

総合体育館グループ（浜北総合体育館・浜北平口サッカー場・浜北温水プール・明神

池運動公園・梔池緑地・天竜川運動公園・御馬ヶ池緑地・天竜

川大平運動公園） 

サンライフ浜北グループ（サンライフ浜北・浜北武道館・高薗ゲートボール場・浜北

体育館） 

（６）舞阪総合体育館及び乙女園グラウンド 

（７）水窪総合体育館 

（８）雄踏総合体育館、馬郡運動広場及び雄踏グラウンド 

（１）浜松アリーナ指定管理者事業 

市民スポーツの振興や国際的な競技大会のほか様々なイベントが開催可能な施設である

ため、その機能を最大限活かすことができるよう管理運営に努め、市民スポーツ及び生涯ス

ポーツの振興を図る。 

①健康体力つくり事業 

a.スポーツ教室の開催 

生涯スポーツ活動の普及と実践の機会を提供し、市民の健康づくりへの貢献と地域コミ

ュニティの構築のため開催する。 

２５種目１３８教室 開催 

b.一般開放の開催 

生涯スポーツ活動をサポートする施設運営や、地域交流の中心となり市民に開かれた施

設の実現のため開催する。 

開催種目 エアロビクス・ヨガ・ストレッチ 

c.スポーツ健康相談の実施 

市民の健康増進とスポーツ実践に関する講演会を実施し、安全なスポーツ実践の援助を

行う。 

集団講演会 年２回 

出張講演会 年２回 

指導者対象講演会 年１回 

d.スポーツ塾開催事業 

小学生へのスポーツ指導を通じて、心身の健康づくりや正しい生活習慣を身に着け、健

全育成の一助となることを目的に開催する。 

開催種目 器械体操、ラグビーほか 

開催日    令和３年８月 ３日（火）～ ４日（水） 

             ８月２４日（火）～２５日（水） 
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②イベント開催事業 

a.市民レクリエーション・スポーツ大会の開催 

市民の誰もが参加できるイベントとして、地域住民の連帯感を高め、地域スポーツ活動

の一層の推進を図り、明るく生き生きとした市民生活の充実に資することを目的とする。 

実施期日及び会場 

校区・区大会 令和３年 ７月～１１月 協働センター附設体育館ほか 

審判講習会 ７月１７日（土） 浜松アリーナ 

決勝大会 令和４年 １月１６日（日） 浜松アリーナ 

開催種目 ファミリーバドミントン・スーパードッジ・ビーチボール 

 b.浜松アリーナリーグの開催 

 市民スポーツ活動を実践する場の拡大を図り、地域住民に開かれた施設づくりや、交流

の場を提供するため開催する。 

卓球（ラージボール）大会の開催 令和３年１１月１０日（水） 

フットサルチームによるリーグ戦の開催 １２月１８日（土） 

c.イベントの開催 

多様なスポーツに触れる機会を創出し、市民のスポーツへの関心を高めるとともに、豊

かなスポーツライフの構築を実現するために実施する。 

バスケットボールクリニック 令和３年 ７月２２日（木） 

東京オリンピック普及イベント 令和３年 ７月２７日（火） 

アリーナ健康フェスティバル 令和４年 ３月 ５日（土） 

③指導者養成派遣事業 

a.デリバリースポーツの実施 

生涯スポーツを広く市民に提供する機会の創出や、市民スポーツの普及による地域コミ

ュニティーの醸成のため実施する。 

各種スポーツ用具の貸出及び使用方法の説明 

各地域スポーツ活動の支援及び指導実践 

企業の運動会・球技大会等のプロデュース ほか 

b.アリーナボランティアの養成 

浜松アリーナで開催されるイベントの運営補助ボランティアを通じて、「ささえる」ス

ポーツの活性化を図ることを目的とする。 

実施期間 浜松アリーナにて開催されるプロスポーツ開催日 

実施内容 イベントでの受付・案内などの運営補助 

（２）浜松市かわな野外活動センター指定管理者事業 

青少年が自然に親しみ、自然の中での共同生活を体験し、情操や社会性を養いながら心身

を鍛えて健全な青少年を育成することを目的に、特に教育機関と連携して教育課程における

体験活動の充実に対応した運営をする。 

また、効率的な管理運営を行い、教育的効果と健全育成の向上を目指す。 
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①イベント開催事業 

a.かわなネイチャーワールドの開催 

野外活動を通して、五感を使った自然体験を味わうため、炊飯活動、天体観望、ネイチ

ャーゲームなどを行う。 

開催期日 秋 令和３年 ９月２５日（土）・２６日（日）・１０月３１日（日） 

冬 １２月２５日（土）・２６日（日） 

b.家族ふれあいデーの開催 

かわなの自然の中で様々な体験活動を通して、家族の絆を深めるとともに、自然の持つ

魅力や素晴らしさを実感し、豊かな心を育むことを目的とする。 

開催期日 第１回 令和３年 ７月１０日（土）～１１日（日） 

第２回 １０月１６日（土）～１７日（日） 

c.キラキラわくわく体験教室の開催 

季節感のあるテーマをモチーフに、キラキラわくわくするような体験を通して達成感を

味わうとともに、自然に対する理解を深める。 

開催期日 令和３年 ９月１１日（土）～１２日（日） 

 令和３年１１月２７日（土）～２８日（日） 

d.かわなオープンデーの開催 

かわなの自然の中、ハイキングや常設のアスレチックを体験し、かわなの魅力を感じて

もらう。 

開催期日 春 令和３年 ５月 １日（土）・２日（日） 

秋 １１月１４日（日） 

e.かわな里山体験の開催 

棚田や猪垣など懐かしい里山の風景が残るかわなの魅力の維持管理を、参加者にも体験

してもらい、かわなに愛着を持ってもらうことを目的とする。 

開催期日 第１回 令和３年 ６月 ５日（土）～ ６日（日） 

第２回 １２月１１日（土）～１２日（日） 

f.レッツゴーキャンピングの開催 

キャンプ初心者を対象に組立テントやロッジテントに宿泊し、テント生活や自然活動を

通してキャンプの楽しさを感じてもらう。 

開催期日 Ⅰ 令和３年 ７月３１日（土）～８月 １日（日） 

Ⅱ ８月 ７日（土）～８日（日） 

g.かわな宇宙教室の開催 

小学校高学年から中学生の子供とその家族を対象に、季節ごとの星空に親しんだり、望

遠鏡での観望を楽しんだりしてもらう。 

開催期日  春 令和３年 ５月 ４日（火）～ ５日（水） 

      夏   ８月１２日（木）～１３日（金） 

②指導者養成派遣事業 
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a.キャンプカウンセラー＆リーダー養成講座の開催 

青少年の健全育成の一助を担うとともに、自然の中での自己研鑽を通し、社会に貢献で

きる青少年を育成する。 

開催期日 令和３年 ６月１９日（土）～２０日（日） 

 

（３）四ツ池公園（野球場・陸上競技場）指定管理者事業 

市民の健康増進及び健全な余暇活動の推進を図るため、効率的な管理運営を行い、市民ス

ポーツの向上と地域スポーツの振興に寄与する。 

①健康体力つくり事業 

a.スポーツ教室の開催 

生涯にわたって継続されるスポーツ活動を推進するために、各世代のスポーツ未経験者

や初心者を対象として、各種のスポーツ教室を実施する。 

６種目３０教室 開催 

②イベント開催事業 

a.イベントの開催 

市民の健康増進や健全な余暇活動の推進及び利用者への還元を目的として実施する。 

浜松球場ナイトヨガ 年３回 

浜松球場ヨガピラフェス 年１回 

親子フィールド体操 年１回 

グラウンド・ゴルフ交流会 年１回 

子どものための健康講座 年２回 

 

（４）浜松市天竜体育施設（天竜体育館・天竜庭球場・天竜武道館・船明ダム運動公園）指定管理

者事業 

市民の健康増進及び健全な余暇活動の推進を図るため、効率的な管理運営を行い、市民ス

ポーツの向上と地域スポーツの振興に寄与する。 

①健康体力つくり事業 

a.スポーツ教室の開催 

生涯にわたって継続されるスポーツ活動を推進するために、各世代のスポーツ未経験者

や初心者を対象として、各種のスポーツ教室を実施する。 

５種目１１教室 開催 

②イベント開催事業 

a.イベントの開催 

市民の健康増進や健全な余暇活動の推進及び利用者への還元を目的として実施する。 

ノルディックウォーク 年２回 
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スポーツ教室体験会 年２回 

 

（５）浜北体育施設グループ（浜北総合体育館・浜北平口サッカー場・浜北温水プール・明神池運動

公園・梔池緑地・天竜川運動公園・御馬ヶ池緑地・天竜川大平運動公園・サンライフ浜北・浜

北武道館・高薗ゲートボール場・浜北体育館）指定管理者事業 

市民の健康増進及び健全な余暇活動の推進を図るため、効率的な管理運営を行い、市民ス

ポーツの向上と地域スポーツの振興に寄与する。 

①健康体力つくり事業 

a.スポーツ教室の開催 

生涯にわたって継続されるスポーツ活動を推進するために、各世代のスポーツ未経験者

や初心者を対象として、各種のスポーツ教室を実施する。 

総合体育館 ２２種目１３０教室 開催 

サッカー場 ３種目 １８教室 開催 

温水プール １３種目１２６教室 開催 

明神池 ３種目 １１教室 開催 

サンライフ浜北 ５種目 １４教室 開催 

浜北武道館 １種目  １教室 開催 

浜北体育館 ８種目 ３６教室 開催 

②イベント開催事業 

a.イベントの開催 

市民の健康増進や健全な余暇活動の推進及び利用者への還元を目的として実施する。 

こどもの日スポーツフェスタ 

サンライフ感謝デー  など 

（６）舞阪総合体育館及び乙女園グラウンド指定管理者事業 

市民の健康増進及び健全な余暇活動の推進を図るため、効率的な管理運営を行い、市民ス

ポーツの向上と地域スポーツの振興に寄与する。 

①健康体力つくり事業 

a.スポーツ教室の開催 

生涯にわたって継続されるスポーツ活動を推進するために、各世代のスポーツ未経験者

や初心者を対象として、各種のスポーツ教室を実施する。 

また、各教室の無料体験教室を実施し、運動への動機付けと教室への導入を図る。 

９種目７０教室 開催 

②イベント開催事業 

a.イベントの開催 

市民の健康増進や健全な余暇活動の推進及び利用者への還元を目的としてイベントを

実施する。 

西区スポーツまつり 年１回 

ナイトヨガ 年１回   

乙女園グラウンドゴルフ大会 年１回  など 
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③競技力向上サポート事業 

地元の小・中学生のスポーツ活動の場の確保・運動能力向上のための支援策として、学

校内で活動場所が重複しているクラブ活動に対し、施設の無料貸出を行う。 

（７）水窪総合体育館指定管理者事業 

市民の健康増進及び健全な余暇活動の推進を図るため、効率的な管理運営を行い、市民ス

ポーツの向上と地域スポーツの振興に寄与する。 

①健康体力つくり事業 

a.スポーツ教室の開催 

生涯にわたって継続されるスポーツ活動を推進するために、各世代のスポーツ未経験者

や初心者を対象として、各種のスポーツ教室を実施する。 

また、各教室の無料体験教室を実施し、運動への動機付けと教室への導入を図る。 

２種目０４教室 開催 

②イベント開催事業 

a.イベントの開催 

市民の健康増進や健全な余暇活動の推進及び利用者への還元を目的としてイベントを

実施する。 

バドミントン大会 年１回 

ソフトバレーボール大会 年１回 

グラウンドゴルフツアー 年２回 

各地散策ノルディックウォーク 年３回 

救命講習会 年１回   

（８）雄踏総合体育館、馬郡運動広場及び雄踏グラウンド指定管理者事業 

市民の健康増進及び健全な余暇活動の推進を図るため、効率的な管理運営を行い、市民ス

ポーツの向上と地域スポーツの振興に寄与する。 

①健康体力つくり事業 

a.スポーツ教室の開催 

生涯にわたって継続されるスポーツ活動を推進するために、各世代のスポーツ未経験者

や初心者を対象として、各種のスポーツ教室を実施する。 

また、各教室の無料体験教室を実施し、運動への動機付けと教室への導入を図る。 

２３種目８５教室 開催 

②イベント開催事業 

a.イベントの開催 

市民の健康増進や健全な余暇活動の推進及び利用者への還元を目的としてイベントを

実施する。 

雄踏スポーツ祭り 年１回 

運動会必勝塾 年１回 

ミズノ流忍者学校 年２回  など 


