
 

 

様式例・記載例（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」） 

 

 

平成 29年度の事業報告書 

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

 

特定非営利活動法人中山総合スポーツクラブ 

 

１ 事業の成果 

 

３月末の町総合体育館等の管理業務の入札において当クラブが落札し、平成３０年度の町体育

施設の管理を行うことになりました。クラブ事務所も総合体育館内に移転し、人的体制を整えな

がらクラブ創設１０周年を迎えることになりました。 

当クラブにとって体育施設管理はあくまで手段であり、施設管理をとおして各種団体との緊密

な連携や町民のスポーツ活動の拠点化を図ることが目的であります。指定管理への移行やスポー

ツ活動の中核を担うためには、まだいくつかのハードルを越えなければなりません。理事役員を

はじめ事務局職員のさらなる向上が求められます。 

中山町は、スポーツ行政にも力を入れてきており、昨年５月下旬、中山町スポーツチャレンジ

デーを開催し、初参加にも関わらず５３．７％の高い運動実施率で広島県北広島町から勝利し、

新人賞も受賞する快挙となりました。クラブとしてもミニエアバレー大会の開催や各種教室の同

時開催など、２００名程の参加者を報告させていただきました。クラブとしては、チャレンジデ

ーで盛り上がりを見せたエアバレー大会を、冬期間に町民大会として開催することができました。 

チャレンジデーの開催により町民の運動・スポーツに対する関心が大いに高まりを見せている

中、一過性のイベントで終わらせることなく、来年度以降も視野に入れた行政の取り組みが期待

されます。 

また、受託事業の介護予防事業では、３年目の取り組みとなりましたが、順調に実施地区が拡

大し、クラブとしての指導業務が増大して来ています。次年度以降を見据えたクラブの指導体制

を構築する必要があります。 

クラブ単独の研修会として、４月１６日（日）、東京オリンピック・パラリンピック競技大会

組織委員会会長代行で地元衆議院議員の遠藤利明氏を迎えて、クラブ内研修会を開催しました。

テーマは、「総合型地域スポーツクラブの未来について」と題して、東京オリパラ終了後の地域

スポーツのあり方について講話をいただきました。スポーツ少年団や中学校部活動の課題が表面

化してきている今日、クラブが果たすべき役割の大切さを確認することができました。 

クラブに対し、教育委員会からの小学生スポーツ教室の指導や小学校からの運動指導の要請が

あり、これらの指導に対し指導者の派遣を行っています。クラブの認知度と期待の高まりが感じ

られ、高齢者のみならず児童を含めたスポーツ指導体制構築が今後の課題となってきています。 

また、夏休み期間中開催した「なかスポ夏休み塾」については、山形大学学生や地元の画家の

協力を得て、児童や保護者から好評のうちに終了することが出来ました。さらに、昨年７月の中

山中学校職業体験では中学生３名を受け入れ、クラブ事業や事務をとおして中学校や中学生へ当

クラブへの理解度を高めることが出来ました。 

 

 

 

 

 



 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した事業) 
具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施日時 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額

（単位：千円） 

スポーツセミナー・イベン

トの開催に関する事業 

楽天2軍戦ダンス発表 

(A)4月 30日 

(B)荘内･日新ｽﾀｼﾞｱﾑ 

(C)2名 

(D)会員 

(E)20名 

578 

笹川流れウォーキング 

(A)5月 14日 

(B)新潟県村上市 

(C)8名 

(D)会員・非会員 

  （町内外） 

(E)37名 

なかチャレ 

エアバレー大会 

(A)5月 31日 

(B)町総合体育館 

(C)10名 

(D)会員・非会員 

  （町内外） 

(E)100名 

ＭＯＮＴＥ 

キッズダンスショー 

(A)7月 22日 

(B)ND ｽﾀｼﾞｱ 

(C)2名 

(D)ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ 

ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ会

員 

(E)35名 

トレッキング･登山 

(A)7月 23日 

(B)南蔵王登山 

  屏風岳･不忘山 

(C)8名 

(D)町民 

(E)33名 

(A)8月 27日 

(B)温身平 小国町 

(C)8名 

(D)会員・非会員 

  （町内外） 

(E)24名 

(A)10月 22日 

(B)山形神室 

(C)8名 

(D)会員・非会員 

  （町内外） 

(E)20名 

山形花笠パレード参加 

(A)8月 7日 

(B)山形市 

(C)9名 

(D)会員 

(E)37名 

なかスポ･夏休み塾 

(A)8 月 2.3.4.8.9.10 日 

(B)中山町中央公民館

総合体育館 

(C)7名 

(D)会員・非会員 

  （町内外） 

(E)171名 

会員交流芋煮会 

・ダンス発表 

(A)9月 30日 

(B)最上川河川敷公園 

(C)9名 

(D)会員・保護者 

(E)83名 

ちょいと早いそば打ち 

(A)12月 16日 

(B)町中央公民館 

(C)6名 

(D)会員・保護者 

(E)34名 

児童スキー教室 

(A)1月 14.20.27日 

(B)天童高原 

(C)6名 

(D)会員 

(E)12名 

天童高原雪遊び 

(A)2月 3日 

(B)天童高原 

(C)6名 

(D)会員･保護者 

(E)19名 

第1回 

中山町町民エアバレー大会 

(A)2月 25日 

(B)町総合体育館 

(C)15名 

 

(D)会員・非会員 

  （町内外） 

(E)14 チーム 108

名 

クラブダンス発表会 (A)3月 24日 (D)会員・保護者 



 

 

(B)町中央公民館 

(C)2名 

(E)115名 

スポーツスクール・サーク

ルの設置に関する事業 
スポーツ教室開催 

(通年14教室・短期1教室) 

(A)通年・短期 

(B)町体育館 

   町中央公民館 

(C)延べ 537名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 7､016名 
3,381 

スポーツに関する各教室 

研修会の企画・運営に関す

る事業 
実施しなかった    

健康体力相談に関する事業 体力チェック会 

(A)5月 15日 

 10月 25日 

  3月 22日 

(B)町中央公民館 

(C)延べ 12名 

(D)会員 

(E)延べ 103名 
0 

スポーツに関する 

広報活動事業 

クラブ広報誌の発行 

(A)毎月 

(B)クラブハウス 

(C)1名 

(D)会員･スポー

ツ団体･行政 

(E)230名 

106 

H29年度 新教室案内・募集

チラシ 

(A)4月 1日 

(B)クラブハウス 

(C)2名 

(D)地域住民 

(E)3,700世帯 

H29年度 小･中学生対象 

新教室案内・募集チラシ 

(A)4月 15日 

(B)クラブハウス 

(C)2名 

(D)小学校 2校 

  中学校 1校 

(E)1,000枚 

第3回町民登山 

(A)7月 1日 

(B)クラブハウス 

(C)2名 

(D)地域住民 

(E)3,700世帯 

なかスポ夏休み塾 

募集チラシ 

(A)7月 5日 

(B)クラブハウス 

(C)2名 

(D)小学校 2校 

(E)500枚 

第1回中山町町民エアバレ

ー大会募集チラシ 

(A)12月 1日 

(B)クラブハウス 

(C)2名 

(D)地域住民 

(E)3,700世帯 

委託を受ける施設の管理運

営に関する事業 
実施しなかった    

その他法人の目的達成のた

めに必要な事業 

体操運動指導 

(A)4/14.28・5/19 

  6/2.16.30 

  7/14.28・9/8.22 

  10/13.28・11/17 

  12/1・2/9.23 

  3/9.23.30 

(B)柳沢集落センター 

(C)2名 

(D)柳沢地区住民 

(E)296名 

10 

(A)4/19.5/24.6/21 

   7/19.8/23.9/20 

   10/18.11/22.12/20 

   1/24.2/21.3/14 

(B)岡文化 

交流センター 

(C)2名 

(D)岡地区住民 

(E)241名 

健康と福祉のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
ヨガ指導 

(A)10月 15日 

(B)町中央公民館 

(C)2名 

(D)町内外 

(E)10名 

小小連携事業 

長崎小・豊田小3学年 
(A)11月 14日 (D) 長崎小･豊田小 



 

 

体操指導 (B)中山町立長崎小学

校体育館 

(C)2名 

  3学年 

(E)96名 

西根さくらんぼ生産組合 

体操指導 

(A)12月 7日 

(B)天童温泉 ホテル

王将 

(C)2名 

(D) 西根さくらんぼ

生産組合 

(E)多数 

小学生スポーツ教室 

体操指導 

(A)7/3.10.24・8/7.21 

  9/4.11.25 

 10/2.16.30・11/6.13 

(B)町総合体育館 

(C)1名 

(D) 町内1-3年生 

(E)多数 

 



 

 

(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載した事業) 
具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施日時 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

事業費の金額

（単位：千円） 

屋内ゲートボール場清掃設備業務 
屋内ゲートボール場 

クラブハウス清掃 

(A)通年 

(B)クラブハウス 

(C)1名 

0 

介護予防運動指導員派遣等事業業務委託 

（いきいき体力アップ指導員派遣） 

介護予防の運営・指導 

地域住民主体に出来る

よう指導 

(A)計 153回 4/1～3/31 

(B)町内 16地区･団体 

 各地区公民館 

(C)2名 

3,125 

シニアるんるん貯筋体操教室業務委託 介護予防の運営・指導 

(A)計 32回 4月～7月  

(B)町総合体育館 

(C)2名 

890 

(A)計 32回 8月～11月  

(B)町総合体育館 

  町中央公民館 

(C)2名 

(A)計 32回 12月～3月  

(B)町総合体育館 

  町中央公民館 

(C)2名 

物品販売事業 実施しなかった 
 

 

広告掲載事業 実施しなかった 
 

 

 

 

（備考） 

１   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 

２ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記

載する。 

３ ２の(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他

の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 


