
事業方針

事業内容

１．　スポーツ施設等の管理運営事業 【定款第４条第１項第４号、第７号】

２．　教室・講習会等の開催事業 【定款第４条第１項第３号、第４号】

　（１）スポーツ教室

①受託事業（市民スポーツ教室）

市原市ゲートボール場の管理受託事業 指定管理者として施設を管理運営

　市民等を対象に日常生活の中でスポーツに取り組み始めるきっかけや継続的にスポーツに親しむ機
会を提供するとともに、生涯にわたるスポーツ活動を支援することを目的に、各種スポーツの教室・講習
会を開催する。

種　目 対　象 会　場 回数等 開催期間

剣道（３級以上） 小学以上

ゼットエー武道場

ビームライフル 小5年生以上

１期開催
各１０回

前期：４～　７月

剣道（初中上級） 小・中学生

剣道（２級以上） 中学生

剣道（やさしい女性）

硬式卓球（Ａ） １５歳以上

硬式卓球（Ｂ） １５歳以上

２０１９年度  公益財団法人市原市体育協会事業計画

　スポーツを通じて全ての人が心身共に健康で文化的な生活を営むことに寄与し、豊かな人間性を涵
養すること及びスポーツの普及・振興を目的として、スポーツ活動と健康及び体力向上に関する各種事
業を行う。

　 市原市が設置する運動施設を教育、スポーツ等を通じて、市民をはじめとする全ての人々が心身の
健全な発展又は豊かな人間性を涵養すること並びに利用する人々の多様な交流拠点として地域振興
に寄与する環境を維持することを目的として、安心、安全のもと各施設を管理運営する。

事業名 説　明

市原市中央武道館の管理受託事業 指定管理者として施設を管理運営

市原スポレクパークの管理受託事業 指定管理者として施設を管理運営

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球（Ａ） １５歳以上

女性

弓道（Ａ） 高校生以上

弓道（Ｂ） 高校生以上

弓道（C） 高校生以上

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球（Ｂ） １５歳以上

なぎなた 高校生以上

合気道 女性

柔道 小・中・高校生

空手道 小学生以上

尐林寺拳法 小学４年生以上

ボクシング 小学生以上

アーチェリー 小学生以上

相撲 小・中学生



②自主事業（体育協会スポーツ教室）

ａ） 事前参加申込制

6回

ｂ） 当日直接申込制

　（２）講習会他

女性

開催期間

ソフトテニス 一般 臨海第２庭球場

前期：４～　７月
後期：９～１２月

テニス 一般 市津運動広場・臨海第2庭球場

バドミントン

種　目 対　象 会　場 回数等

２期開催
各10回

２期開催
各10回

２期開催　各12回

一般 ２期開催 　1期10回2期5回 ４～10月

臨海体育館

ｴｱﾛ＆ストレッチ 一般 臨海体育館

やさしいヨガ 一般 アネッサ

ピラティス 一般 １期開催　各5回 ７月

尐年尐女卓球 小学生 ２期開催　各３回 8月

ナイタージョギング 中学生以上 ｾﾞｯﾄｴｰｵﾘﾌﾟﾘｽﾀｼﾞｱﾑ ２期開催 各１0回
前期：４～　７月
後期：8～１1月

スケート 小学生以上 姉崎スケート場 ５回 １２月　連続５日

スキー 小３年生以上 未定 ２日間 １月下旬

太極拳

ヒップホップ 一般 １回 ８月

ノルディックウォーキング 一般 9回 ４～３月

ロコモ予防 一般 ３回 ７月

ゼットエー武道場

ヨガ 一般 １期開催　各5回 ７月

アロマストレッチ 一般 ５回 ７月

シェイプアップ 一般 ２期開催　各８回 ５～１0月

ゲートボール 一般 市原市ゲートボール場 4回

ウインターエアロ 一般 臨海体育館 １～３月　

ラグビー基礎 小学生

市原スポレクパーク

2回 調整中

サッカーアカデミー 幼稚園児 36回
通年

毎週月曜日
小学生 36回

女性 36回

一般 4回 ７～９月　

トレーニング

夏休みＲＵＮ教室 小学生 2回

調整中

種　目 対　象 会　場 回数等 開催期間

ゼットエー武道場

一般 1回 ７月

トレーニング（夕方） 一般 1回 8月

サマーエアロ

ノルディックウォーキング 一般
市原スポレクパーク

2回 １０月

タグラグビー

8月

トレーニング（ﾎﾘﾃﾞｰ） 一般 1回 8月

尐人数トレーニング指導 中学生以上
ゼットエー武道場 随時 通年

トレーニング相談 中学生以上

小学生 11回
毎月第２日曜日

(８月除く）

内　容 対　象 会　場 回数等 開催期間



３．　各種スポーツ・レクリエーション大会の開催及び開催支援事業

【定款第４条第１項第１号、第３号、第４号】

　（１）大会開催

①受託事業

②自主事業

　スポーツ等の普及・振興を目的とし、各種競技会等の開催及び、加盟団体が主催する各種競技会等
の支援を通じて、競技者に対し、技能の向上の機会を提供するとともに、当該競技の普及を図る。

事業名 期日 会場 説明

市原ちびっこ武道大会 　６月9日（日） ゼットエー武道場
小学生の武道の祭典。剣道・柔道・相撲・
空手の４種目を同時開催

フレッシュ弓道大会 　９月 ゼットエー武道場 教室受講者、大会未経験者を対象に実施

市民体育大会 種目毎に開催 市内・市外各会場
３２種目を関連参加団体の主管によりそれ
ぞれに実施

市原市マラソンベンチ
プレス大会

　１０月１３日（日） ゼットエー武道場 拳上回数を競うベンチプレス大会

エンジョイレディース
バドミントンｄａｙ

　7月5日（金） ゼットエー武道場 初級・中級にクラス分けして実施

市原市ナイター
陸上競技記録会

調整中
ゼットエーオリプリ
スタジアム

中学生・高校生・大学生・一般を対象とし
た公認記録会

事業名 期日 会場 説明

　4月2日（火） ゼットエー武道場
特別な支援が必要な児童・生徒に施設を
開放し体力の向上をサポート

特別な支援が必要な児童・生
徒の体力向上事業

市原かずさﾗｲｵﾝｽﾞ杯
尐年尐女卓球大会

　８月24日（土） ゼットエー武道場
レベル毎に分けて実施する、小学生を対
象とした個人戦の大会

千葉県民体育大会
市原市選手団結団式

　８月１８日（日） 東海大市原望洋高
大会出場の市代表選手、監督及び関係者
等が出席（市教育委員会共催）

市原市スポーツ指導
者セミナー

　８月 ゼットエー武道場
市内スポーツ指導者の資質向上を目的と
した講習会

ふれあいボッチャ
体験会

　９月７日（土） ゼットエー武道場
実際の体験を通して障害者と健常者が一
緒に楽しむ

スポーツボランティア
登録者セミナー

　８月 ゼットエー武道場
スポーツボランティア登録者を目的とした
講習会

親善交流
ゲートボール大会

　７月１９日（金）
市原市
ゲートボール場

各支部からチームを選抜して実施

市原市民
スナッグゴルフ大会

　９月 市原スポレクパーク
年齢・性別に関係なく参加できる体験教室
を兼ねた大会

千葉県民体育大会
選手団派遣

　８月下旬
　　　～３月

県内各所
（一部県外）

郡市対抗競技会（夏季・秋季・冬季大会）
市代表選手団の編成及び派遣

体育協会杯
グラウンド・ゴルフ大

　９月 市原スポレクパーク 市内愛好者の大会

市原市体育協会
表彰式

　1月25日(土) 五井グランドホテル 功労者表彰、勲功表彰、感謝状の交付

市原市ベンチプレス
大会

　10月13日（日） ゼットエー武道場 性別・体重・年齢でクラス分けをして実施

エンジョイレディース
テニストーナメント

　10月3日（木） 臨海第２庭球場 初級・中級にクラス分けして実施

市原ちびっこ
サッカー大会

　２月８日（土）
　 　　９日（日）

市原スポレクパーク
小学校１～４年生の児童チームによる学年
別の大会

TAIKYOU CUP
尐年サッカー大会

　３月１４日（土）
 　　　１５日（日）

市原スポレクパーク 小学校5年生の児童チームによる大会



　（２）スポーツ関連事業への協力

　（３）大会の後援

各種団体が主催するスポーツ大会等の事業の後援を行う。

４．　育成及び助成事業 【定款第４条第１項第３号、第４号、第８号】

５．　普及・啓発事業 【定款第４条第１項第１号、第２号、第５号、第６号】

　（１）スポーツ顕彰

　（２）スポーツ指導者の養成及び派遣

　（３）情報収集及び提供等

期日 説　明

「市原市尐年相撲教
室」事業の主管

6月16日（日）
大相撲現役力士による、市内小学生を対象とした相撲教室
の開催支援

事業名

情報収集及び提供

加盟団体を通して市内のスポーツ・レクリエーションに関する
情報を収集し、各種問合せに随時対応。『体協通信』(地域情
報紙掲載)による市内のスポーツ関連情報を発信。情報共有
と意見交換を図る。

事業名 説　明

スポーツボランティア登録制度の運営及
び『スポーツボランティア登録者講習会』
の開催

スポーツボランティア登録者の管理や派遣要請に対し、登録
者への情報提供及び依頼。また登録者に対して講習会を開
催。

ホームページの運営
インターネットを通じて、大会、イベント、教室等のスポーツ・レ
クリエーションに関する各種情報を発信。

「市原市スポーツ指導者セミナー兼ス
ポーツ指導者バンク登録認定講習会」の
開催

市内スポーツ指導者の資質向上を目的として講習会の開
催。

スポーツ指導者バンクの運営
各種団体からのスポーツ・レクリエーション指導者派遣要請に
対し、バンク登録指導者を紹介。

スポーツ指導員派遣『健康の出前』
市原市体育協会スポーツ指導員による健康づくりに関する各
種体操の出張指導。

他団体等の実施する表彰事業への候補
者推薦

市原市議会スポーツ表彰、千葉県体育協会表彰、公認ス
ポーツ指導者表彰等

事業名 説　明

スポーツ尐年団の育成事業 スポーツ尐年団の育成及び助成のための補助金の交付

青尐年スポーツ交流団体の運営
育成事業

市原市尐年の翼事業への補助金の交付

事業名 説　明

市原市体育協会表彰 功労者表彰、勲功者表彰、感謝状の交付

　スポーツの普及及び発展を目的として、加盟団体等のスポーツ関連団体に対し、組織強化のための
支援を行う。

事業名 説　明

加盟競技団体等の運営助成事業
加盟競技団体等の育成及び助成、ならびに競技力向上のた
めの補助金の交付

レクリエーションの育成事業 市内レクリエーション事業の普及のための補助金の交付

「尐年の翼」事業
の主管

8月2日（金）
　～25日（日）

小学生の国際スポーツ交流事業実施の支援
台湾　　 サッカー：22日～25日　　ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ：２日～5日

「市原高滝湖マラソ
ン」事業の主管

1月11日(土)
小学生から一般まで、誰でも参加できるマラソン大会の開催
支援


