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令和３年度 公益財団法人南アルプス市スポーツ協会 事業計画書 
 

事業方針 

本会は、南アルプス市におけるアマチュアスポーツ団体を統括し、スポーツの健全

な普及発展を図り、もって市民の健康増進及び体力向上と生涯スポーツ文化の建設に

寄与することを目的としている。その目的を達成するため、コロナ禍においても、感

染防止対策を執り、次のとおり事業を計画し、力強く推進するものである。 

１ 各種の体育事業の実施及び体育大会への選手派遣を行う 

（１） スポーツイベント開催事業 

《１》桃源郷オンラインマラソン大会 

長年の歴史を持つ本大会が中止になったことに伴い、愛好者に向け、タイムを気

にせず、いつでもどこでも楽しめるオンラインマラソン大会を開催する。 

《２》市民体育祭り 

多くの市民がスポーツに触れ合い、生涯スポーツの振興とスポーツ精神の高揚

を図り、市民が健康で明るい生活を送ることができるよう、本市スポーツの祭典

として、総合開会式を皮切りに本協会加盟の２７競技団体とスポーツ推進委員

会と協力のうえ、事業を実施する。 

《３》スイミングフェスティバル 

心身発達期の小学生に対して水泳の楽しさを知ってもらい、生涯スポーツとし

ての水泳の普及を図ることを目的に開催する。 

《４》ソフトバレーボール大会 

少人数でチームを構成でき、気軽に楽しめるバレーとして本市では人気がある

ソフトバレーボールの大会を開催し、バレー競技の普及と競技力の向上を図る

ため開催する。 

《５》スポーツ少年団交流会・体験会（事務局でスポーツ少年団事務局を受け持ち） 

本市スポーツ少年団の交流活動を促進し、地域における少年団活動の活性化を

図るとともに、団員の健康増進と体力向上を目指すことを目的に開催する。スポ

ーツの基本（走り方）を指導し、競技別交流会・体験会 ミニバス、バレー、剣

道、空手などの競技を実施する。 

《６》南アルプス市駅伝大会 

市内の陸上競技愛好者（地区対抗・支部対抗の部、一般の部、壮年の部、中学生

男子の部、中学生女子の部）が駅伝大会を通じて、競技力の向上を図るため開催

する。 

 



3 

 

《７》グラウンド・ゴルフ大会（競技大会及び三世代交流大会） 

核家族化が進む中、世代間の交流をグラウンド･ゴルフを通じて促進し、グラウ

ンド･ゴルフの普及を図ることで生涯スポーツの普及を図るため開催する。 

また、新たに競技者の競技力向上を図るため競技大会を開催する。 

《８》ゲートボール大会 

高齢化が進む時代の中で、市内のゲートボール愛好者が普及・促進・競技力向上

を目的とした競技大会を開催する。 

《９》チビリンピック大会 

チビリンピック（小学生を対象としたミニ駅伝大会）を開催し、心身発達期の青

少年に対しスポーツの楽しさと、心身の健全育成に努めることを目的に開催す

る。 

《１０》ダンス大会 

 多種多様なダンス、踊りを披露するまた観覧する場を提供し、市民の生涯スポ

ーツの振興を図る。 

大会名 期間 開催場所 参加者見込 

桃源郷オンラインマラソン大会 4月～5月 各地（オンライン大会のため） 1,000名 

市民体育祭り 5月～7月 市内各施設 1,800名 

スイミングフェスティバル 7月 総合公園コミュニティプール 200名 

ソフトバレーボール大会 7月 若草体育館 24 ﾁｰﾑ 

スポーツ少年団交流会・体験会 9月 若草体育館ほか 150名 

グラウンド・ゴルフ大会 10月 11月 櫛形総合公園芝生広場ほか 150名 

ダンス大会 10月 若草体育館 15 ﾁｰﾑ 

南アルプス市駅伝大会 11月 櫛形総合公園陸上競技場 60 ﾁｰﾑ 

ゲートボール大会 11月 櫛形総合公園ゲートボール場 24 ﾁｰﾑ 

チビリンピック大会 2月 櫛形総合公園陸上競技場 50 ﾁｰﾑ 

 

《１１》スポーツ教室の開催 

生涯スポーツの普及、促進を図るため市民のニーズに対応した各スポーツ教室

を開催する。 

教室名 期間 開催場所 参加者見込 

第 1期スポーツ教室 5月～7月 コミュニティプール 

ほか市内体育施設 

500名 

第 2期スポーツ教室 10月～12月 〃 500名 

第 3期スポーツ教室 1月～3月 〃 300名 
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《１２》ホッケー教室の開催 

ホッケー競技の普及、競技人口の拡大を図るため市内保育所年長児を対象にホ

ッケー教室を開催する。 

 市内保育所５か所×２回/年 合計１０回 

 

（２）各種のスポーツ大会への派遣  

《１》山梨県体育祭りへの派遣 

本県スポーツの振興と文化の発展に寄与することを目的に開催される山梨県体育

祭りへ参加する事業。本市参加者の派遣を実施する。 

《２》山梨県スポーツレクリエーション祭への派遣 

本県の生涯スポーツ振興の祭典として開催されている、山梨県スポーツレクリエ

ーション祭へ参加する事業。本市参加者の派遣を実施する。 

《３》市町村対抗競技への派遣 

県内の各市町村から代表チームが参加し開催される市町村対抗競技（野球・ソフト

ボール・駅伝）へ参加する事業。本市の代表として出場するチームの選手派遣を実

施する。 

 

大会名 時期 開催場所 派遣者数見込 

山梨県体育祭り 8～10月 小瀬スポーツ公園他 600名 

山梨県スポーツレクリエーション祭 5月 小瀬スポーツ公園他 550名 

市町村対抗野球大会 5月 小瀬スポーツ公園他 ２チーム 

市町村対抗一般男子ソフトボール大会 6月 緑ｹ丘スポーツ公園他 ２チーム 

市町村対抗壮年男子ソフトボール大会 10月 緑ｹ丘スポーツ公園他 ２チーム 

県一周駅伝大会 12月 県下一周 ２チーム 

 

２ 加盟団体及び選手・指導者の育成指導並びに運営のための援助を行う 

（１）指導者講習会開催事業 

《１》テーピング講習会（スポ少本部で開催） 

スポーツを指導する立場の者を対象に怪我の悪化予防を目的とした、テーピング

講習会を開催する。（一般参加者も集う） 

（２）加盟地区体育協会の育成事業 

加盟地区体育協会（６地区）が地域におけるスポーツ振興事業の充実を図るため、

本協会から加盟地区体育協会に対して助成を行う。 

（３）加盟競技団体の育成事業 

加盟競技団体（２８団体）及びスポーツ少年団本部、スポーツ推進委員会が実施す
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る事業の充実を図るため、助成を行う。 

３ 体育功労者及び優秀選手を表彰する 

（１）市体育功労者・優秀選手表彰事業 

南アルプス市内の体育･スポーツ振興発展に貢献した実績のある団体並びに個人を

表彰することを目的に実施する。 

○体育功労者表彰：本市社会体育・スポーツ振興のため尽力し、その功績が顕著であ

る者を表彰する。 

○優秀選手表彰：全国大会等で優勝若しくは上位に入賞したものを表彰する。 

４ 公立スポーツ施設、健康施設の管理運営並びに開放業務を行う 

目的  市内スポーツ振興の中核施設である櫛形総合公園（櫛形総合体育館、

櫛形健康センターを含む）や若草スポーツ公園を拠点とする市内スポ

ーツ施設において、自主事業のスポーツ教室の実施や、加盟団体及び

スポーツ少年団との連携を図りながらスポーツ文化の振興、発展に務

めながら、管理運営する。 

施設  櫛形総合体育館、櫛形総合公園（野球場、プール、芝生広場ほか、陸

上競技場、トレーニングルーム）櫛形健康センター、若草スポーツ公

園（体育館・グラウンド・卓球場・弓道場）、八田屋内運動場、白根弓

道場、芦安プール、芦安ゲートボール場 

事業  学校体育施設の開放業務 

 

（１）櫛形総合体育館 （指定管理者として） 

 竣工年度 昭和５９年度 

所 在 地 南アルプス市桃園 1501番地 4 

施設規模 敷地面積 13,788.267㎡ 建物面積 3,730.225㎡ 

 概  要 上部鉄骨造、下部鉄筋コンクリート造２階建 

 内  容 メインアリーナ、サブアリーナ、会議室、ランニングコース（230ｍ） 

観覧席（725席） 

 管 理 費 5,451千円 

※ワクチン接種会場となるため、４～１２月は一般利用不可 

（２） 櫛形総合公園（指定管理者として） 

① 野球場（南アルプスジットスタジアム） 

 竣工年度 昭和６２年度 

所 在 地 南アルプス市桃園 1600 

概  要 鉄筋コンクリート平屋建 



6 

 

建物 805.22㎡ グラウンド 12,560㎡（センター120ｍ 両翼 91ｍ） 

 収容人員 メインスタンド 1,000人 芝スタンド 7,000人 

② コミュニティプール 

 竣工年度 平成２年度 

所 在 地 南アルプス市桃園 1600 

概  要 鉄筋コンクリート平屋建 1,490.92㎡ 

可動上屋式 一般用プール（25ｍ×6コース）、幼児用プール 

③ 芝生広場ほか 

   竣工年度 平成７年度（西側広場は 23年度） 

所 在 地 南アルプス市桃園 1600 

概  要 芝生広場 11,500㎡、噴水広場 10,000㎡、遊戯広場 5,800㎡ 

 ゲートボール場 7,800㎡（スタンド 150人、クレーコート 10面） 

④ 陸上競技場（日世 南アルプススタジアム） 

 竣工年度 平成 11年度 

所 在 地 南アルプス市桃園 1600 

概  要 メインスタンド：鉄筋コンクリート一部ＰＣ平屋建 907.29㎡ 

     走路：（400ｍ×8コース）全天候ウレタン舗装 8,700㎡ 

     サッカーコート：（全面芝生）7,900㎡ 

⑤ トレーニングルーム 

 竣工年度 平成 11年度 

所 在 地 南アルプス市桃園 1600 

概  要 鉄骨造り一部鉄筋コンクリート平屋建 157.7㎡ 

 櫛形総合公園管理費 56,381千円 

（３）若草スポーツ公園（指定管理者として） 

 竣工年度 昭和 61年度 

所 在 地 南アルプス市寺部 720 

概  要 体育館 2,891㎡（アリーナ、ステージ、観覧席、研修室ほか） 

市民グラウンド 11,850㎡（野球場、ゲートボール場、観覧席ほか） 

卓球場 308㎡、弓道場 491㎡、公園 1,517㎡（遊戯場、便所ほか） 

 管 理 費 6,375千円 

（４）八田屋内運動場、白根弓道場、芦安プール、芦安ゲートボール場（指定管理者として） 

   市内各社会体育施設の管理運営を行う。 

管 理 費 3,684千円 

（５）櫛形健康センター（指定管理者として） 

 竣工年度 平成 3年度 

所 在 地 南アルプス市桃園 1600 
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概  要 鉄筋コンクリート 2階建 

     敷地面積 10,880㎡ 延べ床面積 1,077.07㎡ 

 管 理 費 2,995千円 

 

（６）学校体育施設の貸出業務（指定管理者として） 

市内小中学校のグラウンド及び体育館等の施設の貸出業務 

業務費 3,460千円 市への納付金 2,300千円 

５ 生涯スポーツの振興及び普及啓発を図る 

（１）スポーツに関する情報発信事業 

 スポーツに関する情報を広く市民に周知し、誰もが必要な情報を知り、実践する機会を得

られることができるよう実施する。 

○体協だよりを発行し、体育協会で実施している事業等を広く紹介、周知を行っていく。 

○写真コンクールを開催し、スポーツへの関心を高め、普及振興を図っていく。 

○ホームページを開設し、スポーツイベント等の情報発信をする。 

○市民体育祭り及びスポーツ教室開催チラシを発行し、市民が気軽に参加できるよう周

知する。 

○スポーツ少年団の紹介チラシを発行し、青少年のスポーツへの関心を喚起するよう市

内小学校等へ配布する。 

○各スポーツ大会の開催案内を市広報へ掲載し、多くの市民の参加を呼びかける。 

６ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（１）自動販売機設置事業 

各施設において自動販売機を設置して、飲料等を提供し、利用者の利便性を高める。 

（２）スポーツ用品等販売事業 

スイミンググッズなどのスポーツ用品を販売し、利用者の利便性を高める。 

（３） 高齢者体力づくり支援事業 

市介護福祉課と連携し、実施される運動教室への講師派遣を行う。 


