
平成２８年度 （公財）北九州市体育協会事業報告書  

 

  本協会は、生涯スポーツ社会の実現に向けて、市民の多様なスポーツ活動を支えるとともに、競技

スポーツの振興を図るために、指導者養成講習会や選手強化講習会、加盟団体主催競技会の共催、県

民体育大会選手派遣などの振興事業を実施しました。また、加盟団体と協力してスポーツ教室を開催

しました。 

スポーツ施設管理では、平成２８年４月から平成２８年８月まで「北九州市立総合体育館等３４ス

ポーツ施設」、平成２８年９月から平成２８年１０月まで「北九州市立総合体育館等２８スポーツ施

設」、平成２８年１１月から平成２９年３月まで「北九州市立総合体育館等２６スポーツ施設」を指

定管理者として、管理運営を通してスポーツの普及・振興を図り、市民の健康増進・体力の向上に貢

献しました。ソフト事業としてチャレンジスポーツ大会、レッツスポーツ（４管理事務所施設開放）、

親子体操教室、健康づくり教室、公認スポーツリーダー養成講習会を開催した。 

 平成２６年度より始まった、（公財）日本体育協会補助事業である、日韓スポーツ交流事業・地域

交流推進事業では、「北九州市・テグ広域市陸上競技交流事業（受入）」を実施しました。 

さらに、本協会は、公益財団法人となり５年が経過しました。法令、定款、諸規程の遵守、そして

透明性の高い経営を図る為、理事会、評議員会、常務理事会、各専門委員会、加盟団体事務局長会議

などを実施し、協会の質の向上を目指すとともに効率的な運営を行ってきました。 

 

事業報告 

 

≪公益目的事業≫ 

Ⅰ 生涯スポーツの普及及び振興並びに市民の健康及び体力づくり 

（１）スポーツ教室・健康教室 （106教室 内スポーツ教室 73教室 健康教室 33教室）                                      

＊みんなで走ろう会・・・・・年１２回開催(４月～３月) 

      ・場  所   北九州市立総合体育館周辺等 

    ・参加人数   毎回４０人程度  

 （２）総合型地域スポーツクラブ支援事業 

    ・地域のコミュニティスポーツクラブ 

      戸畑コミスポ、香月千代スポーツクラブ、スポネット東郷、北九州陸上クラブＲiＣ、

若松サンシャイン、北九州スポーツクラブＡＣＥ、きくがおか健康スポーツクラブ、 

天神の丘スポーツクラブ、トトス北九州の９クラブを支援。 

    ・１クラブに 290,000円の助成をした 

    ・クラブ連絡会議を年 5回実施し、クラブの紹介や情報交換等を行った 

    ・クラブの交流会「2017スポーツファンタジア in北九州」を行い、9クラブの会員 555名 

が参加した → 平成２９年３月１２日（日）：北九州市立総合体育館 

（３）スポーツ少年団の育成指導及び充実 

   ＊スポーツ少年団の登録促進及び組織の充実と拡充 

  ・登録団体  139団                               

・団  員 2,771名                        

・指 導 者  786名 

   ＊競技別大会の開催 

 



   ＊第１０回 北九州市スポーツ少年団体力テスト会（※チャレンジスポーツの中で実施） 

      ・平成２８年 ５月５日（木・祝）  

   ＊北九州市スポーツ少年団創立５０周年記念事業・祝賀会 

      ・平成２８年１１月１８日（金） ステーションホテル小倉 １６２名 

＊第６回 北九州市スポーツ少年団指導者講習会 

      ・平成２９年１月２１日（日） 北九州市立総合体育館  ５５名 

＊第３５回 北九州市スポーツ少年団交流大会 

      ・平成２９年 ２月 ４日（土） 北九州市立総合体育館  

・団員２１６名  指導者 ６０名  １２団体 ・下関市スポーツ少年団参加 

＊平成２８年度 北九州市スポーツ少年団功労者表彰 

・平成２９年 ２月 ４日（土） 北九州市立総合体育館 該当者なし 

   ＊第１０回 スポーツ体験発表会開催 

      ･平成２９年 ２月 ５日（日）  北九州市立総合体育館  ６５名 

   ＊全国スポーツ少年団交流大会への派遣 

   ＊本部員会・部会等会議の開催 

                          

Ⅱ スポーツ活動拠点施設の管理運営 

 （１）市内スポーツ施設の管理 

 ＊北九州市立総合体育館等３４スポーツ施設の指定管理（市からの委託事業）   

    ・指定管理期間 平成２７年４月１日～平成２８年８月３１日 

＊北九州市立総合体育館等２８スポーツ施設の指定管理（市からの委託事業）   

    ・指定管理期間 平成２８年９月１日～平成２８年１０月３１日 

＊北九州市立総合体育館等２６スポーツ施設の指定管理（市からの委託事業）   

    ・指定管理期間 平成２８年１１月１日～平成３２年３月３１日 

 （２）管理スポーツ施設におけるソフト事業の実施 

＊チャレンジスポーツ大会（体力測定、スポーツを楽しむ日） 

    ・平成２８年 ５月 ５日（木・祝） 北九州市立総合体育館 

    ・参加者 ６５０名  

   ＊レッツスポーツ  

若松体育館、八幡東体育館 折尾スポーツセンター 鞘ヶ谷競技場（各施設１回） 

   ＊親子体操教室   

若松体育館、八幡東体育館 折尾スポーツセンター 鞘ヶ谷競技場（各施設３回） 

   ＊公認スポーツリーダー養成講習会  北九州市立総合体育館   

    ・平成２８年 ５月１７日（火）～ ６月２８日（火）まで ７回  

    ・参加者 延べ １０３名（日体協公認スポーツリーダーとして認定合格１２名） 

    

Ⅲ スポーツ功労者の表彰 

    ・表彰式 平成２８年１２月１２日（月） ステーションホテル小倉  

    ・２０名を表彰（１号該当１５名 ２号該当４名 ３号該当１名）  

 

Ⅳ 競技スポーツの普及・振興 

（１）指導者養成講習会    （２８事業） 別紙 

（２）選手強化講習会     （２６事業） 別紙 



   ※北九州市「夢・スポーツ選手強化事業」 

（陸上競技、バドミントン、ウエイトリフティング、アーチェリー、レスリング、卓球、ラグビー） 

※北九州市「夢・スポーツ ジュニアスポーツ体験教室」 

   （器械体操、トランポリン、フェンシング、アーチェリー、ボッチャ）  

    ・平成２８年 ９月２２日（木祝） 北九州市立総合体育館 

    ・参加者 ４７３名 

（３）ジュニア競技力向上事業 （１４事業） 別紙 

（４）国際大会・国際親善交流大会等出場者への援助 

     役員５名 選手１０名に奨励金を支給し、競技力向上を図るとともに国際親善に寄与した 

    ・２０１６ 世界ジュニアウエイトリフティング選手権大会 

平成２８年６月２５日～７月４日／ジョージア国 トビリシ市 

（選手１名）選手：丸本大翔  

    ・タイオープン陸上競技選手権大会 

   平成２８年７月１日～７月８日／タイ王国 タンマサート大学総合スポーツセンター 

    （選手１名）選手：松永莉奈 

・第３１回 リオデジャネイロオリンピック大会（陸上競技：マラソン） 

   平成２８年８月５日～８月２１日／ブラジル国  リオデジャネイロ市 

    （コーチ１名 選手１名）コーチ：山頭直樹 選手：北島寿典 

・Ｕ-２０ 世界陸上競技選手権大会 

   平成２８年７月１３日～７月２６日／ポーランド国 ビドゴシチ 

（役員２名 選手３名）役員：疋田晃久、荻原知紀  

選手：郡 奈々佳 山下実花子 柴田佑希 

・第２４回 日韓中ジュニア交流競技会（ウエイトリフティング） 

   平成２８年８月２３日～８月２９日／中国  淅江省 寧波市 

    （コーチ１名 選手１名）コーチ：守 美穂子 選手：戸田妃乃子 

    ・２０１６年 世界ユースウエイトリフティング選手権大会 

     平成２８年１０月１４日～１０月２７日／マレーシア国 ペナン市 

（コーチ１名 選手１名）コーチ：守 美穂子 選手：戸田妃乃子 

    ・第２２回 アジアソフトテニス選手権大会 

     平成２８年１１月４日～１１月７日／韓国 忠清北道 永同郡庭球場 

（選手２名）選手：松田靖孝 石田 肇 

（５）スポーツ競技大会への援助（加盟団体競技会の共催・後援） 

    ・３５競技団体 ７７事業 別紙 

（６）第５４回 北九州市民体育祭（夏季大会・秋季大会・冬季大会） 

   ・総合開会式 平成２８年１０月８日（土） 北九州市立総合体育館               

＊第２２回 北九州市民ゴルフ大会の開催 

・平成２８年 ８月２９日（月）（一社）門司ゴルフ倶楽部 

・参加者 １０８名 （男子 １０１名 女子 ７名） 

    ・平成２８年 ９月１３日（火）（一社）若松ゴルフ倶楽部 

    ・参加者 １５８名 （男子 １４０名 女子 １８名） 

（７）スポーツフェスタ･ふくおか第５９回 福岡県民体育大会派遣事業 

・夏季大会 平成２８年 ８月２１（日） 県営筑豊緑地プール                 

          １１４名（選手 １１３名 役員１名）  優 勝 



 ・秋季大会 平成２８年 ９月２４日（土）～２５日(日) 筑豊地区 

        ３３８名（選手３１４名 監督２３名 役員１名） 準優勝 

    ・第３回 市町村対抗福岡駅伝 平成２８年 １１月２０日(日) 県営筑後広域公園 

         １７名（選手 １６名 監督１名）     優 勝 

 

Ⅴ スポーツ情報収集及び提供（広報活動） 

 （１）ホームページの充実  

・新着情報 ・行事案内 ・活動報告を添付 ・総合体育館トレーニング室バナー設置 

 （２）体協だより「Ｋiss」の発行（７月、１月） 

 （３）スポーツ教室・健康教室等の受講生募集パンフレットの発行「Ｌet′Ｇｏ」 

 （４）各種事業案内チラシの発行（行事ごと）と市政だよりへの掲載 

 （５）「市民ゴルフ大会」ポスター・チラシの作成と発行 

 （６）「Ｋiss ビジョン」の設置（総合体育館） 

 

≪収益事業≫ 

 （１）飲料水自動販売機の設置及び管理（４０台） 

 

≪法人管理≫ 

（１）体育協会運営 別紙 

   ＊評議員会（定時１回、臨時１回） 

   ＊評議員選定委員会 

   ＊理事会（定時３回、臨時１回） 

   ＊常務理事会（年４回） 

   ＊業務執行理事会（年２回） 

   ＊各専門委員会（企画、競技、生涯スポーツ、総務・企画） 

＊管理事務所長会議（年１２回） 

   ＊加盟団体事務局長会議（年２回） 

   ＊県民体育大会説明会・監督会議会 

   ＊市民ゴルフ大会運営委員会（年２回） 

   ＊体育施設指定管理者連絡調整会議（年６回） 

   ＊職員研修（年２回） 

    ・ ５月２７日（金） 北九州市立総合体育館 

      「新任職員による接遇研修」  講師：櫻井淳子 

    ・１０月２６日（水）・１０月２８日（金）  北九州市立総合体育館 

      「接遇向上と自己分析の研修」 講師：櫻井淳子 


