
令和 4 年度 公益財団法人富山市体育協会事業計画 

 

市民の心身の健全な発達に寄与するために、各加盟団体及び関係機関との連携を図りな

がら、市民の誰もが生涯にわたって様々な形態でスポーツに親しむことができるよう、競

技スポーツと生涯スポーツを両輪としたスポーツ振興事業を行う。あわせてスポーツ施設

の効率的な活用を図る。 

なお、今年度の事業は前年度に引き続き新型コロナウィルスの影響を踏まえ、順次開催

の有無を検討していくこととする。 

 

1．生涯スポーツの推進に関する事業 

生涯にわたりスポーツに親しめるよう、健康レベル・体力レベルに応じた事業を展開する 

(1)各種スポーツの普及啓発事業 

①スポーツイベント開催事業 

ｱ 第 21回市民スポーツ・レクリエーション祭 

「いつでも どこでも だれとでも いつまでも」をモットーに校区対抗や体験会への参加

をきっかけに、生涯にわたって身近な地域で定期的にスポーツに親しめるよう市民スポーツ・

レクリエーション祭を開催する。 

   (ｱ)校区対抗 

事業名 時 期 内 容 会 場 

パークゴルフ 

10月 16日 

（日） 

地区・校区対抗に 

よる大会 

神通川緑地公園 

(婦中神通パークゴルフ場) 

グラウンド・ゴルフ 富山南総合公園芝生広場 

フレッシュテニス 八尾スポーツアリーナ 

ビーチボール 2000年体育館 

   (ｲ)体験会 

事業名 時 期 内 容 会 場 

カローリング 

10月 16日 

（日） 

体験会 

個人・団体で申込 
体育文化センター ディスコン 

ボッチャ 

 

 

 

 

 

 



ｲ ウオーキングイベント開催事業 

四季を通してウオーキングを行い、市内名所や自然の素晴らしさを体感しながら健康・体

力・生きがいづくりを目指す。 

事業名 時 期 内  容 

さくらウオーク 2022 
4月 10日 

（日） 
春 

親水広場～(ﾛﾝｸﾞ)呉羽山展望台(ｼｮｰﾄ)神通

大橋～神通川左岸～松川沿い～親水広場 

富岩運河 WALK＆RAIL 
6月 19日 

（日） 
夏 

親水広場～中島閘門～馬場記念公園～岩瀬

カナル会館 

呉羽丘陵ウオーク 
10月 10日 

（月祝） 
秋 

5㎞…ファミリーパーク～呉羽丘陵～ファミリーパーク 

2 ㎞…ファミリーパーク内 

まちなか探訪ウオーク 
12月 11日 

（日） 
冬 

総合体育館～電気ビル～いたち川沿い～ 

城址公園～富山駅南口 

たいきょうウオーキング 

イベント【拡充】 
通年 

1 年を通じてウオーキングに親しめるよう各

施設でウオーキングイベントを実施。 

●年間 12回 → 年間 21回 

まちなかノルディック 

ウォーキング【変更】 

5月～3月 

（全 17回） 

天候に左右されず活動ができる中心市街地

周辺でノルディックウォーキングを実施 

会場：総曲輪通り、中央通り周辺 

 

ｳ 生涯スポーツ普及事業 

 幅広い年齢層の市民が気軽にスポーツを親しめるようニュースポーツやウオーキングなど 

生涯スポーツの普及啓発を目的とし、市民の健康づくり、体力つくり、生きがいづくりを推 

進する。 

事業名 時 期 内  容 

ウオーキング指導者育成 

制度 
通年 

地域や当協会が主催するウオーキングイベント

での指導ができる指導者を育成するもの。講習会

の受講や指導経験に応じて登録 

※各世代の指導者育成に掲載 

ウオーキングセミナー＆ 

ミニウオーク【拡充】 

5月 28日(土) 

9月 18日(日) 

ウオーキングやノルディックウォーキングに 

興味のある方を対象に、ウオーキングとノルディ

ックウォーキングのポイント、効果、注意点等の

講義とミニウオークを実施 

●ケガなく安全にウオーキングが楽しめるよう

シューズやウエアなどのマテリアルの選び方、

使い方について TTSと連携して実施 

会場：体育文化センター（5月） 

   総合体育館（9月） 



事業名 時 期 内  容 

ウオーキングサポーター 

講習会 
11月 5日（土） 

ウオーキングイベント時における同行や誘導の

基礎的な知識を実技と講義を通して学ぶ。ウオー

キングサポーター登録のための必修講習会 

会場：体育文化センター 

ウオーキングリーダー  

養成講習会 

3月 4日（土） 

3月 5日（日） 

ウオーキングの指導やイベントの企画・運営方

法、リスクマネジメント、コミュニケーションス

キルなど専門的な知識を学ぶ。TOYAMA ウオーキ

ングリーダー登録のための必修講習会 

会場：体育文化センター 

ウオーキングリーダー 

スキルアップ研修会 

【新規】 

3月 4日（土） 

ウオーキングリーダーとしての資質向上のため、

グループ歩行における誘導やコース作成などに

ついて学ぶ。ウオーキングリーダー登録期間中の

必修講座。 

会場：体育文化センター 

ウオーキングイベント広報

事業 
通年 

メールマガジン「たいきょうウオーカー」に  

メールアドレスを登録された方へウオーキング

イベント・講習会等の情報提供・案内を配信 

ニュースポーツ講習会 

【新規】 
7月 24日(日) 

市民が気軽に楽しめるニュースポーツを普及す

るため、地区・校区体育協会の役員を対象に実施 

種目：ボッチャ（年度ごとに 1種目実施） 

会場：体育文化センター 

ニュースポーツ用具貸出 随時 

市民が気軽にニュースポーツに親しめるよう 

用具の貸出 

対象：加盟団体及び公共性のある団体ほか 

ニュースポーツ広報事業 通年 

ホームページを活用し、ニュースポーツ貸出用具

についてや使用方法、ルールなどを紹介するペー

ジを作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②各世代の体力つくり事業 

ｱ 子どもの体力向上事業 

子どもの体力向上を目指し、指導者講習会や運動指導を行う。 

事業名 時 期 内  容 

こども運動あそびセミナー 

【新規】 
6月 11日(土) 

日常的に子どもの活動に関わっている人を対象

に日頃の活動において実践できる運動あそびに

ついて実技を中心に体験する。 

会場：総合体育館 

こども運動指導者講習会 11月 19日(土) 

プレイリーダーについて講義やグループワーク

により理解を深め、その実践プログラムについ

て実技講習を行う。 

会場：体育文化センター 

こども運動あそびプログラム 
6月 11日(土) 

2月 26日(日) 

子どもはコオーディネーショントレーニングを 

取入れた運動あそびプログラムを体験し、保護

者は発育発達に応じた効果的な運動について知

識を深める。 

会場：総合体育館 

おやこで運動あそび 通年 

運動の楽しさを感じていただくために週末参加

型の親子での運動あそびを開催 

会場：市営スポーツ施設（9施設） 

子どもスキー教室 1月 15日(日) 

スキー初心者及び初級者を対象にクロスカント

リースキーとアルペンスキーを行い冬季間の運

動機会と体力の向上を図る。 

会場：立山山麓スキー場 

子どもスノーボード教室 2月 5日(日) 

小学3～6年生を対象にスノーボード教室を開催 

特別講師：広野 あさみ 氏(予定) 

会場：立山山麓スキー場 

こどもの運動教室 通年 

各施設において定期的に運動あそびプログラム

の教室を開催 

クラブ…8施設 計 49教室 

 

 

 

 

 

 



ｲ 中年期の体力つくり事業 

身体活動や運動についての意識を向上させ、運動を行う機会の提供や、スポーツの普及・啓

発を行う。 

事業名 時 期 内  容 

大人の部活       

（ハンドボール部） 

8月～10月 

（全 8回） 

成壮年期におけるスポーツへの参加を促進する

ため、特定の種目を学生時代の部活動のように

定期的に開催し、運動を行う機会を提供する。 

会場：総合体育館 

オンラインレッスン 

1期 6月～7月 

2期 1月～3月 

（各 8回） 

オンライン会議システム「Zoom」を使用し、自宅

にいながら気軽に運動に参加してもらい、運動

不足の解消を目指す。 

対象：子育て世代 

あつまれ！スポーツ DAY 

【拡充】 

1期 5月～6月 

2期 9月～10月 

（各 6回） 

ゲームを中心とした当日参加型プログラムの 

開催。参加者同士のコミュニティ醸成を促し、 

サークル化への足掛かりを作る。 

会場：3x3バスケットボールコート 

● 1期 6回 → 2期 各 6回 

体成分測定会 

【拡充】 
随時 

体成分測定器による測定を行い、身体活動や運

動について意識を向上させる。 

随時測定…総合体育館 

派遣測定…依頼場所(地区公民館等)  

出張講座…加盟団体等への出張測定 

施設測定…各市営スポーツ施設 

●運動指導に活用するため測定結果をクラウド

による一元管理を行う。 

企業健康経営サポート事業 

【新規】 
随時 

企業が実施する福利厚生などの健康経営事業と

連携して実施。働き盛り世代の健康意識の向上

を目指し、体成分測定やコンディショニング、筋

トレなどのプログラムを体験する。 

会場：社屋等企業が準備する場所（会議室等） 

 

ｳ 高齢期の体力つくり事業 

高齢者が生涯、元気な生活を続けるために現在の体力を維持、向上させる運動やプログラム

の提供を行う。 

事業名 時 期 内  容 

高齢期の健康体力つくり 

指導者講習会 

9月上旬 

12月上旬 

講師を招聘し、高齢者が元気で充実した日常生活

を送る身体づくりのために必要な知識を深め、指

導者の資質の向上を目指した講習会の実施 

会場：体育文化センター 



事業名 時 期 内  容 

スマイル元気セミナー 
5月～10月 

（全 7回） 

富山市内在住の概ね 65 歳以上の方を対象に、体

成分測定と運動プログラムの実践を行い、運動の

継続を促す。食物栄養学科教授による栄養講座の

実施 

会場：総合体育館 

高齢者の健康体力つくり 

講習会開催補助事業 
随時 

高齢者を対象とした、2回以上の講習会に助成 

（年間 5団体） 

派遣指導 随時 高齢者を対象とした、講習会等に指導員の派遣 

遊悠元気塾の開催 通年 市営施設において遊悠元気塾を開催（6施設） 

 

ｴ ユニバーサルなスポーツの推進【新規】 

高齢や障害の有無などに係わらず、誰もが一緒にスポーツに親しめるイベントを開催する。 

事業名 時 期 内  容 

さくらウオーク（再掲） 
4月 10日

（日） 

車椅子も参加できるウオーキングコースを設定

する。 

呉羽丘陵ウオーク（再掲） 
10月 10日

（月・祝） 

ウオーキング終了後、高齢者や障害者も一緒に体

験できるウオーキングサッカーやボッチャなど

の体験会を開催する。 

ニュースポーツ体験会 

（再掲） 

10月 16日

（日） 

障害者も一緒に活動できるボッチャ、ディスコ

ン、カローリングの体験会を開催する。 

障害者へのイベント周知 随時 
障害者スポーツ協会や特別支援学校を通して、障

害者へ各種イベントの案内を行う。 

 

③広報事業 

事業やスポーツ情報などを広く市民に周知し、スポーツに対する意識の高揚や施設の PRを行う。 

事業名 時 期 内  容 

ホームページ活用 随時 

各種事業への参加申し込みや、スポーツ教室・ 

スポーツクラブの最新情報及び加盟団体の活動

などを配信。 

各種イベントの特性に合った申込フォームを作

成するために、ホームページの改修を行う。 

記録誌「ホップ・ステップ・ジャンプ」 6月上旬 加盟団体の活動計画及び活動報告を HPに掲載 

 



事業名 時 期 内  容 

広報紙「みんまいけ！たいきょう」 9月・2月 

体協の事業報告等         29,200 部 

市民に広く PR するため、市内全ての町内におい

て班回覧を実施         

所報「野外教育活動センター」 3月 子どもの村での活動報告       1,000 部 

スポーツプログラム案内誌発行 

案内誌「Active + Book」 
3月 

スポーツクラブ、スポーツ教室等を案内する総合

パンフレット          4,000部  

施設の掲示板や各種メディ

アを通しての PR活動 
随時 

当協会の事業について総合体育館エントランス

ホールや新聞広告・一般誌等を活用し広く PR を

行う。 

SNS を活用した広報 随時 

LINE、Instagram、Facebook 公式アカウントの機

能を活用して事業案内等を定期的に配信し、広く

PRを行う。 

デジタルコンテンツを活用

した取り組み 
随時 

・ニュースポーツ用具貸出の PR 

・ホームページ上のウォーキングマップの充実 

・運動あそびプログラムの最新版を HPへ掲載 

・リモート講習会の開催 

・ドリームアスリート招聘事業のリモート開催 

                 など 

 

(2)各種スポーツ活動の指導者育成事業 

①生涯スポーツ指導者養成事業 

指導者が目的に応じて広くスポーツ知識を習得し、資質の向上を目指す。 

事業名 時 期 内  容 

救命講習会 随時 

緊急時に備えて指導者や当協会職員が応急手当

の知識を身につけるため救命講習会を開催 

複数の市営スポーツ施設で実施（年 9回） 

スポーツ実技指導講習会 随時 

スポーツ教室指導者や当協会指導員を対象に、資

質向上を目指し、当協会指導員が講師となり各種

講習会の伝達講習や実技指導を行う。（年 4回） 

先進地視察事業 2月上旬 

先進的に取り組んでいる事例を視察し、情報収集

を行う。 

(生涯スポーツ・体力つくり全国会議 静岡県) 

 

 

 



②各世代健康体力つくり事業等派遣事業 

各団体の要望に応じて地域へ出向き、教室や講習会で指導を行う。また、研修等により新し

い理論と実技を習得し資質向上を図る。 

事業名 時 期 内  容 

指導者派遣事業 随時 

身近な地域で活動できるよう地域の各種団体（ふ

るさとづくり推進協議会や長寿会など）に周知し

派遣指導を実施 

体成分測定会、こども・おやこ運動あそびプログ

ラム、コオーディネーショントレーニング、コン

ディショニング、ウオーキング、ニュースポーツ

など、専門知識を有する当協会指導者の派遣 

運動・スポーツ指導員 

派遣事業 
随時 

器械体操やボール運動など専門的な知識をもつ

指導者を幼稚園、小学校に派遣し、正しい身体の

使い方の習得や体力向上を目指す。 

会場：市内幼稚園・保育所及び小学校等 

資格取得・更新等研修 随時 

資格取得や研修会を受講することで継続的に資

質の向上を図り、より安全で効果的な運動プログ

ラムを提供する。 

 

③各事業における指導者の育成 

世代やニーズに応じた指導者の育成や資質向上を目的に指導者養成を行います。 

事業名 時 期 内  容 

ウオーキング指導者育成 

制度（再掲） 
随時 

当協会が主催するウオーキングイベントや地域

で指導を行う指導者を育成する。講習会の受講や

指導経験に応じて日本ウオーキング協会認定の

団体限定指導員として登録。 

[資格・役割] 

①ウオーキングサポーター 

 当協会のイベントでの同行や誘導 

②TOYAMAウオーキングリーダー 

 ｱ 当協会が主催するイベントの同行・誘導・準備体操 

 ｲ 当協会に派遣依頼された派遣指導での指導・補助 

 ｳ スポーツクラブが主催するウオーキング教 

室の指導、補助 

 ｴ 地区・校区体育協会にリーダーを紹介 

ｵ 地区・校区体育協会等が実施するイベント 

  での指導 

 

 



(3)スポーツに関する調査・研究 

①スポーツに関する情報収集 

事業名 時 期 内  容 

会議・講座への参加・情報収集 随時 
ハイパフォーマンススポーツ・カンファレンス 

トレーニング科学国際集中講座など 

 

②各種事業での測定・調査 

事業名 時 期 内  容 

体成分測定会 随時 
体成分分析装置を活用した高齢者等の体成分を

測定し、高齢者等の体力レベルを調査 

 

(4)各種スポーツ団体の育成と相互の連携・協働の推進 

①加盟団体の組織の育成・強化と相互の連携事業 

加盟団体の育成・強化と各団体の相互の連携を図り、スポーツ振興の基盤を構築する。 

事業名 時 期 内  容 

加盟団体等振興補助金の交付 

随時 

加盟団体の継続的かつ安定的に活動できるよう

加盟団体に助成 

地区・校区スポーツ教室開催助成 
地域住民が継続的にスポーツに親しむため、10 回程

度継続したスポーツ教室に助成（1団体 25,000円） 

地区・校区スポーツ研修会開催助成 
ニュースポーツや各世代の体力つくりや指導者

の育成などの研修会に助成（1団体 10,000円） 

スポーツイベント開催助成 
地域住民を対象としたスポーツイベントに助成 

（1団体 15,000円） 

ジュニア運動あそび開催助成 
ジュニアの動きづくり、体づくりを目指した 

教室に助成        （1団体 20,000 円） 

ウオーキングイベント開催助成 
地域住民が気軽にウオーキングに親しめる  

イベントに助成      （1団体 10,000 円） 

高齢者の健康体力つくり講習

会開催助成 

高齢者を対象とした、2回以上の講習会に助成 

（1団体 20,000円） 

地域・健康スポーツ委員会 
4月 25日

(月) 専門委員が出席し、加盟団体との情報交換や相

互協力を目指し意見交換の実施 

（年 1回程度） 競技スポーツ委員会 
4月 26日

(火) 

地区・校区団体長会議 6月下旬 
地区・校区団体長や体協役員が一堂に会し、事例

発表や情報交換を行い相互の連携協力を図る。 



  ②地区・校区出張講座開催事業 

地区・校区スポーツ団体の運営強化を目指し、連携して各種プログラムを開催する。 

事業名 時 期 内  容 

地区・校区出張講座 随時 

地域の身近な施設で地区・校区スポーツ団体と

連携しながら各種プログラムを開催する。 

種目 ・ニュースポーツ体験会 

・スマイル元気セミナー 

・体成分測定会＆健康体操 

・こども運動あそびプログラム 

 

(5)各種スポーツ団体の功労者・優秀選手の表彰 

①優秀選手等表彰事業 

国際大会で入賞又は全国大会等で優勝した選手・指導者及び、富山市体育協会又は加盟団体

の発展に尽力し、その功績が顕著と認められる者を表彰するもの。 

ｱ 功労者等表彰 

（公財）富山市体育協会又は加盟団体の発展に尽力され、その功績が顕著と認められるもの

を表彰するもの。 

時 期 表彰区分 対象者 

6月 4日（土） 

（評議員会併催） 

特別スポーツ功労者

表彰 

富山市体育協会の発展に尽力し、会長、副会長と

して通算 10年以上在任した者で、その功績が顕

著と認められる者 

スポーツ功労者表彰 

富山市体育協会役員(理事・監事)として 10年以

上在任した満 50 歳以上の者で、その功績が顕著

と認められる者。又は加盟団体において、会長、

副会長、理事長として通算 10年以上在任した満

50歳以上のものでその功績顕著と認められる者 

感謝状 

加盟団体において、会長、副会長、理事長以外の

役員として通算 10 年以上在職した満 45 歳以上

の者で、その功績が顕著と認められる者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｲ 優秀選手及び優秀指導者等表彰 

全国大会又は国際大会において特に顕著な成績を収めた選手及び指導者を表彰するもの。 

時 期 表彰区分 対象者 

［前期］ 

6月 4日(土) 

（評議員会併催） 

 

［後期］ 

1月 12日(木) 

（理事会併催） 

特別優秀選手及び 

特別優秀指導者表彰 

日本選手権大会、国民体育大会、全国学生選手権

大会、全国高等学校総合体育大会、全国中学校体

育大会に出場し、優勝した選手及び指導者。また

は、国際大会に出場し、特に優秀な成績（3位以

内）をおさめた選手及び指導者 

優秀選手及び 

優秀指導者表彰 

日本選手権大会、国民体育大会、全国学生選手権

大会、全国高等学校総合体育大会、全国中学校体

育大会以外の全国大会（文部科学省、日本スポー

ツ協会及び、その加盟団体が主催する全国大会）

に出場し、優勝した選手及び指導者 

マスターズ優勝選手

表彰 

日本スポーツマスターズ大会並びに日本スポー

ツ協会の加盟団体及びそれに準ずる団体が主催

するマスターズ大会に予選会を経て出場し、優

勝した選手 

  

ｳ ジュニア県体優勝選手及びジュニア県体優勝指導者表彰 

対象者 時 期 内  容 

県体二部・三部 

優勝選手及び監督 
8月下旬 

県民体育大会に出場し、優勝したジュニア選手

及び指導者を表彰するもの 

 

ｴ ジュニア全国大会出場選手壮行会 

対象者 時 期 内  容 

全国大会に出場する

ジュニア選手 
7月下旬 

予選会を経て全国大会へ出場するジュニア選手

の功績を讃えてメダルを授与 

 

ｵ 特別表彰 

必要があると認められる時に、富山市のスポーツの普及・推進に功績顕著な者を表彰するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

  



2．競技力向上に関する事業 

全国大会・国際大会で活躍できる選手の育成・強化を行うため、競技団体や関係機関

と連携しながら指導者の養成を図る。特に市内ジュニア選手を育成強化し、さらなる競

技力向上を目指す。 

(1)スポーツ選手の育成強化     

①ジュニアアスリート育成事業 

ｱ ジュニア競技力向上受託事業 

ジュニア選手の競技力向上を目的に、競技種目ごとにレベル・目的に応じた強化事業の実施

を委託するもの。 

時 期 事業名（対象） 内  容 

4月～3月 

基本強化 

19種目 

県内レベルの競技大会において、高い競技水準を

保つため競技者層の普及・拡大を図ると共に、小中

学生等からの一貫指導体制の確立を図る。 

重点強化 

9種目 

北信越以上の競技大会において上位入賞を獲得す

るため、強化練習や強豪チームとの遠征試合を行

い、全国レベルの競技力向上を図る。 

県体強化 

16種目 

(中学校体育連盟) 

県民体育大会郡市対抗中学の部において、優勝を

目指して、出場選手の強化を図る。 

 

ｲ 優秀選手・指導者招聘受託事業 

選手の競技力向上及び指導者の育成を図ることを目的として、全国トップレベルの選手・指

導者を招聘し、選手の競技技術や指導者の指導力を高めるもの。 

種目 時 期 内  容 

スキー 
9月 23日(金)～ 

24日(土) 

トリノ五輪、バンクーバー五輪、ソチ五輪 

クロスカントリースキー日本代表 恩田 祐一 氏 

 

ｳ ジュニア選手育成事業 

子どもたちに安全な環境でスポーツを楽しんでもらうとともに、いざという時には主体的に

行動できるようになってもらうことを目的とする。 

事業名 時 期 内  容 

ソフトボール教室＆ 

いのちの教室 
7月 10日(日) 

スポーツ教室(ソフトボール)、親子救命講習会 

講師:アスリートセーブジャパン所属 

高山 樹里 氏 

会場：屋内競技場 

ジュニアアスリート

トレーニングプログ

ラム【新規】 

10月～2月 

（全 10回） 

県体二部で優勝した選手や全国大会で活躍した選

手を対象に、体幹、バランス、コオーディネーショ

ンなど種目を問わず、中学生の時に身につけておき

たい、基礎的能力のトレーニング教室を実施する。 

会場：総合体育館 

 



ｴ ジュニアアスリート指導者研修会開催事業 

ジュニア選手の競技力向上を目的に、指導者が成長期のアスリート指導に必要な知識や技術

を習得するために研修会を開催するもの。 

事業名 時 期 内  容 

ジュニアアスリート 

指導者研修会 
1月下旬 

「ジュニアアスリートと障害について」（仮） 

講師： ハイパフォーマンスセンター 

国立スポーツ科学センター  

研究員 久々知 修平 氏 

会場：体育文化センター 

 

②競技イベント開催事業 

ｱ 市民体育大会開催受託事業 

競技スポーツの振興と普及を図ることを目的に、市民が参加出来るスポーツ大会を開催するも

の。 

時 期 再委託先 内  容 

4月～1月 加盟競技スポーツ団体 

開会式 日時：7月 2日（土）8時 30分～ 

  場所：体育文化センター 

  種目：卓球 

開催種目 42競技 

  

ｲ 新春スポーツ練習始め事業 

年頭より活発に活動することで各競技への興味・関心を高め、競技力向上を目的に競技スポ

ーツ団体が行なっている新春練習（稽古）始めの活動に補助金を交付するもの。 

時 期 対 象 内  容 

1月 1日(日祝) 

～9日(月祝) 

加盟競技スポーツ団体 

(上限 15団体) 
1団体あたり 10,000円を補助 

  

ｳ ドリームアスリート招聘事業 

ジュニア層に競技スポーツに対する関心を高めてもらうことを目的にトップアスリートを招

聘し、講演や交流を図るもの。 

事業名 時 期 内  容 

ドリームアスリート招聘

事業 
6月～11月 

基調講演及び実技(模範演技、競技体験等) 

講師：広野 あさみ 氏(予定) 

磯野 あずさ 氏(予定) 

村上 英士朗 氏(予定) 

山元  豪    氏(予定) 

会場：市内小学校(上限 10校) 

県外在住の選手についてはオンラインで実施 

 

 



ｴ その他競技イベント開催事業 

事業名 時 期 内  容 

第 1回 TOYAMAパーク 

ランニングフェスタ 
11月 13日(日) 

市民の健康・体力つくりを目的に、富山市 

クロスカントリー大会の開催 

   ※実行委員会形式（富山市・富山市教育委員会・富山市体育協会・富山市陸上競技協会）にて運営。 

 

③全国大会等激励奨励事業 

選手や指導者の競技意欲を高めることを目的とし、全国大会等で優勝又は国際大会等に出場

する選手・指導者に対し、各種激励や奨励事業を行うもの。 

事業名 時 期 内  容 

国際大会等激励金の交付 

【拡充】 
4月～3月 

国際大会等のスポーツ大会に当協会加盟団体

を代表して出場する選手並びに指導者に対し

激励金の交付 

●激励金の見直し 

全国大会優勝選手等奨励金

の交付【拡充】 
4月～3月 

全国大会で優勝・国際大会で上位入賞した個

人又は団体に対し奨励金の交付 

●奨励金の見直し 

県民体育大会激励巡回 7月 23日(土) 場所：富山県内 

国民体育大会激励巡回 

9月 10日(土) 

～19日(月祝) 

10月 1日(土) 

～10月 11日(火) 

場所：栃木県 

県体二部中学生の部奨励金

の交付 
8月下旬 

県民体育大会二部中学の部で種目別優勝数に

応じて、富山市中学校体育連盟に奨励金

(20,000円/種目)を交付 

県体一般強化補助金の交付 随時 

国民体育大会へ選手を輩出する県民体育大会

一部及び二部郡市対抗に出場する一般選手の

強化を目的に補助金(40,000円/種目)を交付 

県民体育大会派遣補助金の 

交付 
随時 

県民体育大会に出場する小中学生選手に対し

派遣補助金（市外 800円/人、市内 400円/人）

を交付 

ジュニア全国大会・全国中学

校体育大会出場選手壮行会 
7月下旬 場所：市役所 

第 77回国民体育大会壮行

会(栃木) 
8月下旬 場所：市役所 

特別国民体育大会（青森） 

冬季大会壮行会(スケート) 
1月 場所：市役所 

特別国民体育大会（岩手） 

冬季大会壮行会(スキー) 
1月 場所：市役所 



3．スポーツ施設等を活用した各種事業と効率的な管理運営 

（1）スポーツ施設等を活用した各種事業と効率的な管理運営 

①スポーツ教室等の開催 

富山市スポーツ施設等の有効利用を図るとともに、市民スポーツ・レクリエーション活動の普及

振興と健康・体力・生きがいづくりに寄与するため、次のスポーツ教室等を開催する。 

施設名 区分 主な教室名・活動 数 定員 開催期 開催回数 

東富山温水プール 

教室 エンジョイアクアウオーク 1 20 通年 36 

イベント 田園と海沿いのウオーキング 2 80 短期 2 

野外教育活動センター イベント 

開所 30周年記念事業パート１～４【新規】 

ワイルドキャンプ、牛岳登山 

ワンパクキッズ 等 

19 906 短期 19 

合計 22 1,006 ― 57 

 

②いきいきスポーツの日事業 

各施設が連携を図りながら特徴あるスポーツイベントを企画するなど、市民一人ひとりの健

康・スポーツに対する意識の高揚や、生涯を通したスポーツ・レクリエーション活動の推進を目

指すもの。 

時 期  施 設 名 数 

10 月 10日 

（月祝） 

総合体育館、東富山体育館、東富山運動広場、市民球場、東富山温水プール 

体育文化センター、2000 年体育館、勤労身体障害者体育センター、 

大山総合体育センター、屋内競技場、花木体育センターほか 

19施設 

 

③総合型スポーツクラブ運営事業 

今後さらなるスポーツ人口の拡充を目指して、管理運営するスポーツ施設を効果的に活用し、子

どもから高齢者、初心者からアスリートまでが参加できる生涯スポーツの拠点となる総合型スポー

ツクラブを運営。 

スポーツクラブ名 

（施設名） 

会員数 

R4.2 現在 

(R3.2 現在) 

事 業 数 

スクール サークル イベント セミナー レッスン チャンプ 計 

スポーツクラブ富山 

（総合体育館） 

1,411 

(1,492) 
43 30 6 11 7 2 99 

東富山スポーツクラブ 

（東富山体育館・運動広場） 

437 

（436） 
14 9 6 4 0 0 33 

2000 年スポーツクラブ 

（2000 年体育館） 

454 

（446） 
8 16 5 3 0 0 32 

みなみスポーツクラブ 

（体育文化センター） 

310 

（296） 
14 4 6 5 0 0 29 

武道学園 

（富山武道館・錬成館） 

219 

（196） 
7 0 6 0 4 3 20 



スポーツクラブ名 

（施設名） 

会員数 

R4.2 現在 

(R3.2 現在) 

事 業 数 

スクール サークル イベント セミナー レッスン チャンプ 計 

水橋身体スポーツクラブ 

（勤労身体障害者体育センター） 

319 

（304） 
6 16 7 1 0 0 30 

スポールおおやまクラブ

（大山総合体育センター） 

122 

(88) 
11 0 5 4 0 0 20 

アルペンスポーツクラブ 

(市民球場) 

351 

(286) 
16 0 6 1 0 0 23 

YAKIYAMAスポーツクラブ 

(屋内競技場) 

209 

(268) 
12 0 6 5 0 0 23 

計 
3,832 

（3,812） 
131 75 53 34 11 5 309 

 

④スポーツ施設等運営事業 

 富山市より指定管理者として指定を受けたスポーツ施設等、管理業務委託を受けた水橋錬成

館については、富山市スポーツ施設条例、富山市富山南総合公園文化体育施設条例、富山市野

外教育活動センター条例、指定管理仕様書等を遵守し、富山県より指定管理者として指定を受

けた県営富山武道館については、富山県体育施設条例や指定管理仕様書等を遵守し、各施設の

効率的な運営及びスポーツ人口の拡大を目指すもの。 

区分 指定管理期間 施  設  名 

市 

1年 

令和 4年 4月～ 

令和 5年 3月 

・総合体育館、3ｘ3バスケットボールコート 

3年 

令和 3年 4月～ 

令和 6年 3月 

・勤労身体障害者体育センター 

5年 

令和 3年 4月～ 

令和 8年 3月 

・東富山体育館・2000年体育館 

・大山社会体育施設（大山社会体育館・大山総合体育センター・ 

大山テニスコート・大山総合グラウンド） 

・市民球場・富山南総合公園体育文化センター及び庭球場 

・東富山温水プール及び北部プール・花木体育センター 

・北部錬成館 

・運動広場等（和合・西番・大久保・呉羽・奥田北・五艘・ 

蜷川ちびっこ運動広場・相撲場） 

・庭球場等（馬場記念公園・石坂・五艘・蜷川・星井町・ 

呉羽（利用休止）・布瀬南・城東ふれあい公園・ 

東富山運動広場庭球場・東富山運動広場） 

・屋内ゲートボール場・屋内競技場・野外教育活動センター 

県 

5年 

平成 30年 4月～ 

令和 5年 3月 

・県営富山武道館 

 



区分 管理業務期間 施  設  名 

市 

1年 

令和 4年 4月～ 

令和 5年 3月 

・水橋錬成館 

 

⑤観るスポーツ 

スポーツを「するスポーツ」だけでなく、トップレベルの競技会やプロスポーツの観戦など

「観るスポーツ」の機会を提供する。 

ｱ.総合体育館 

時 期 内  容 

4月 16日(土)～17日(日) B.LEAGUE 富山グラウジーズ vs宇都宮ブレックス 

4月 20日(水) B.LEAGUE 富山グラウジーズ vs 滋賀レイクスターズ 

4月 30日(土) 

～5月 1日(日) 
B.LEAGUE 富山グラウジーズ vs シーホース三河 

※富山グラウジーズ 5月 2日以降の日程については未定 

ｲ.市民球場 

時 期 内  容 

4月 16日(土) 

日本海オセアンリーグ 

富山 GRNサンダーバーズ vs 福井ネクサスエレファンツ 

石川ミリオンスターズ vs 滋賀ＧＯブラックス 

7月 16日(土) 日本海オセアンリーグ オールスター戦 

9月 11日(日) 

日本海オセアンリーグ 

富山 GRNサンダーバーズ vs 福井ネクサスエレファンツ 

滋賀ＧＯブラックス vs 石川ミリオンスターズ 

 

4．収益事業 

     スポーツ施設への自動販売機やイベント開催時の臨時売店の設置、スポーツ施設利用者への

スポーツ用具の貸出等を行い、施設利用者が快適にスポーツを楽しめる環境を提供するととも

に、その収益をスポーツ振興事業に充てる。 

区 分 内  容 

自動販売機 スポーツ施設 15施設 （設置台数 41台） 

スポーツ用具の貸出ほか バスケットボール、フレッシュテニス、バドミントン、卓球ほか 

その他の事業 スポーツイベントのチケット販売代行ほか 

 

 

 

 



5．法人運営について 

（1）諸会議の開催 

 公益財団法人富山市体育協会定款等に基づき各会議を開催する。 

時 期 会議名 会 場 

5月中旬 監査会 総合体育館 

5月 18日(水) 第 1回理事会 総合体育館 

6月 4日(土) 評議員会 富山電気ビルデイング 

1月 12日(木) 第 2回理事会 富山電気ビルデイング 

3月 24日(金) 第 3回理事会 総合体育館 

 

（2）職員研修の実施 

コミュニケーションスキルやマネジメントの能力の向上を目指し、職員研修会等を実施する。 

 


