
 

平成 30年度の事業報告書 

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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 

 

平成３０年３月末に町総合体育館等管理業務の指名競争入札において当クラブが落札し、

平成３０年度の町体育施設管理業務を受託することになりました。クラブ事務所も総合体育

館内に移転し、クラブの人的体制も強化しながら、クラブの運営体制の構築に努めてきまし

た。 

体育施設管理は、当クラブにとって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。 

また、中山町では、今年度から健康ウォーク事業「なかやま健幸くらぶ」を立ち上げ、ウ

ォーキングを通じた町民の健康づくりと医療費削減を目指した新たな事業を開始しました。

クラブでは、「いきいきタイム（筋トレ・ウォーキング指導）」の運営と「データアップロー

ド」の業務を受託し、事業推進の中核を担っています。 

さらに、介護予防事業の受託業務は、４年目の取り組みとなり順調に推移していますが、

新たな地区への広がりが止まった状態であり、行政とも連携しながら高齢者の健康意識高揚

に、クラブとしても務めていく必要があります。 

平成３０年度は、受託業務が拡大した 1年となりましたが、クラブの人員体制も強化する

ことができ、これらの受託事業を通じて町民から信頼され、必要とされるクラブへ成長する

契機にしたいと考えております。 

クラブの事業展開では、各種教室運営も好調に推移し、イベントでは、工夫を凝らした事

業運営で、会員数も増加傾向にあります。さらに、２月１０日（日）に開催した「第２回町

民交流エアバレー大会」については、１８チーム、１３８名の参加（昨年度より４チーム、

２６名の増）をいただき好評の内に終了することができました。事前の練習会にファミリー

や職場チームで参加するなど競技の面白さも手伝って、今後参加チームは増加するものと予

想されます。しかし、これ以上の規模拡大には、審判員の確保等、大会運営の土台をしっか

り構築する必要があります。 

学校連携の１つとして、昨年７月の中山中学校職業体験で中学生３名を受け入れ、クラブ

事業や事務をとおして、中学校や中学生に対する当クラブ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 

塩釜･松島ウォーキング 

(A)5月 13日 

(B)塩釜･松島 

(C)4名 

(D)会員･非会員 

(E)25名 

726 

月山登山 

(A)7月 14日 

(B)月山 

(C)4名 

(D)会員･非会員 

(E)23名 

ＭＯＮＴＥ 

キッズダンスショー 

(A)7月 14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)30名 

(A)10月 21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)26名 

なかスポ･夏休み塾 

(A)8 月 1.2.3.8.9.10 日 

(B)町中央公民館 

町総合体育館 

(C)7名 

(D)会員・非会員 

  （町内外） 

(E)148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･保護者 

(E)47名 

グリーンバレー神室トレッ

キング＆金山まち歩き 

(A)8月 26日 

(B)金山町 

(C)4名 

(D)会員･保護者 

(E)23名 

クラブ交流事業 

Ｂeer Party&芋煮会 

(A)9月 29日 

(B)最上川河川敷公園 

(C)9名 

(D)会員・保護者 

(E)80名 

やまがた百名山を登る 

日本国 

(A)10月 6日 

(B)新潟県村上市 

(C)5名 

(D)会員･非会員 

(E)17名 

ファミリー健康教室 

トランポリン 

(A)11月 23日 

(B)総合体育館 

(C)2名 

(D)一般親子 30組 

(E)60名 

ちょいと早いそば打ち 

(A)12月 8日 

(B)町中央公民館 

(C)6名 

(D)会員・保護者 

(E)29名 

第2回 

中山町町民エアバレー大会 

(A)2月 10日 

(B)町総合体育館 

(C)15名 

 

(D)会員・非会員 

  （町内外） 

(E)18 ﾁｰﾑ 134名 

クラブダンス発表会 

(A)3月 23日 

(B)町中央公民館 

(C)2名 

(D)会員・保護者 

(E)130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16教室) 

(A)通年・短期 

(B) 町総合体育館 

    町中央公民館 

(C)延べ 691名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 8､225名 
3,304 



 

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 実施しなかった    

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)町総合体育館 

(C)1名 

(D)会員･スポーツ団

体･行政 

(E)230名 

126 

H30年度 新教室案内・募集

チラシ 

(A)4月 1日 

(B) 町総合体育館 

(C)2名 

(D)地域住民 

(E)3,700世帯 

H30年度 小･中学生対象 

新教室案内・募集チラシ 

(A)5月 1日 

(B) 町総合体育館 

(C)2名 

(D)小学校 2校 

  中学校 1校 

(E)1,000枚 

第2回中山町町民エアバレ

ー大会募集チラシ 

(A)12月 1日 

(B) 町総合体育館 

(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    

その他法人委託を受ける施

設の管理運営に関する事業 

体操運動指導 

(A)H30.4月～H31.3月 

  計 12回 

(B) 岡文化 

交流センター 

(C)2名 

(D)岡地区住民 

(E)275名 

0 

(A)H30.4月～H31.3月 

  計 26回 

 (B)柳沢集落センター 

(C)2名 

(D)柳沢地区住民 

(E)343名 

(A)H30.4月～H31.3月 

  計 10回 

 (B)旭町公民館 

(C)2名 

(D)旭町地区住民 

(E)145名 

ＪＡさがえ西村山体操指導 

 

(A)12月 13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 

(A)2月 7日 

(B)JAさがえ西村山 

  西根支所 

(C)2名 

(D) 西根地区ＪＡ女性

の部 

(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 167回 4/1～3/31 

(B)町内 15地区･団体 

 各地区公民館 

(C)2名 

3,133 

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 

840 

(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 

中山町総合体育館管理業務委託 体育館管理 

(A)4/1～3/31 

(B)町総合体育館 

(C)8名 
8,018 

なかやま健幸くらぶ業務委託 

いきいきタイム 

運営･指導 

(A)計 67回 7月～3月  

(B)町総合体育館 

  町保健福祉センター 

(C)2名 

1,217 

歩数計データアップ 

入力作業 

アドバイス 

(A)7月～3月 通年  

(B)町総合体育館 

(C)8名 

566 

小学生スポーツ教室運営委託 運営・指導 

(A)計 10回 6月～11月 

(B)町総合体育館 

(C)3名 

123 

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。 


