
令和元年度の事業報告書 

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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２１年２月２８日のクラブ設立以来満１０年が経過し、昨年５月に記念祝賀会を行い

ました。記念イベントとして６月に「尾瀬１泊の旅」、９月に「ディズニーシー１泊の旅」

を実施し、いずれも大盛況の中で終了することができ、１０年という節目の年を終えること

ができました。 

しかし、本年１月に入り中国武漢で発生した新型コロナウイルスが世界に感染拡大し、日

本でも１月末から大型クルーズ船の集団感染や北海道において広がりを見せ、瞬く間に大都

市を中心として感染拡大となりました。２月末には安倍総理の学校一斉休業が宣言され、中

山町においても子供たちの登校をはじめスポーツ活動や文化活動がすべてできない状況に

なりました。クラブの各種教室運営やイベント事業が順調な運営を維持してきたものの、年

度末の３月にはジュニアスポーツやキッズダンス教室、フラダンス教室を中止せざるを得な

い状況となり、先の見えないウイルスとの戦いに入ることになりました。 

クラブの委託事業関係では、一昨年から受託した町総合体育館をはじめとした体育施設管

理業務は、管理上の課題が修正にならないままとなっており、その調整が大きな課題となっ

ています。さらに、健康ウォーク事業「なかやま健幸くらぶ」も計画どおりに進まず、紆余

曲折をたどっている現状で、クラブとして対応が掴めない状況になっています。参加者から

は、クラブに対する理解は得ているものの、介護予防事業の参加者を含めて、公的事業との

関わりの中で、信頼されるクラブづくりが課題となっています。 

体育施設の指定管理への移行が迫っている中、クラブが目指す町民の運動・スポーツの場

の提供やクラブ会員の増加、各教室の質的なレベルアップを図る必要があります。次年度以

降の運営については、自主事業と受託事業とのバランスを重視し対応していく必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

創立10周年記念祝賀会 

(A)5月 26日 

(B)町中央公民館 

(C)27名 

(D)会員 

(E)131名 

1,823 

10周年事業 

１泊２日尾瀬トレッキング 

(A)6月 24日.25日 

(B)尾瀬・尾瀬ヶ原 

(C)5名 

(D)会員 

(E)16名 

鳥海山滝ツアー 

＆ 

海の幸 

(A)7月 15日 

(B)酒田市 

(C)5名 

(D)会員・非会員 

(E)28名 

なかスポ･夏休み塾 

(A)8 月 1 . 2 . 6 . 7 . 8 . 9 日 

(B)町中央公民館 

町総合体育館 

(C)6名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 143名 

山形花笠パレード参加 

(A)8月 7日 

(B)山形市 

(C)6名 

(D)ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ会員 

(E)45名 

10周年事業 

ディズニーシーへ 

１泊２日の旅 

(A)9月 9日.10日 

(B)千葉県舞浜 

(C)2名 

(D)会員・非会員 

(E)18名 

秋田駒ヶ岳登山 

(A)9月 23日 

(B)秋田県仙北市 

(C)4名 

(D)会員･非会員 

(E)26名 

クラブ交流事業 

Ｂeer Party&芋煮会 

(A)9月 28日 

(B)最上川河川敷公園 

(C)9名 

(D)会員・保護者 

(E)51名 

ＭＯＮＴＥ 

キッズダンスショー 

(A)10月 27日 

(B)ND ｽﾀｼﾞｱ 

(C)2名 

(D)ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ会員 

(E)25名 

みちこばぁばのお料理教室 

(A)11月 9日.12月 7日 

(B) 町中央公民館 

(C)延べ 4名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 30名 

ちょいと早いそば打ち 

(A)12月 21日 

(B)町中央公民館 

(C)4名 

(D)会員・保護者 

(E)20名 

第3回 

中山町町民エアバレー大会 

(A)2月 9日 

(B)町総合体育館 

(C)31名 

(D)会員・非会員 

  （町内外） 

(E)22 ﾁｰﾑ 161名 



スポーツスクール・サーク

ルの設置に関する事業 
 

 

ジュニアスポーツ教室 

(A)通年 計 31回 

(B)町立小学校体育館 

   町総合体育館 

(C)延べ 50名 

(D)会員 

(E)延べ 357名 

3,446 

ステップエアロビクス教室 

(A)通年 計 46回 

(B)町総合体育館 

(C)延べ 46名 

(D)会員 

(E)延べ 440名 

ガッツらピラティス教室 

(A)通年 計 41回 

(B)町中央公民館 

(C)延べ 41名 

(D)会員 

(E)延べ 520名 

メディカルヨーガ教室 

(A)通年 計 47回 

(B)町中央公民館 

(C)延べ 47名 

(D)会員 

(E)延べ 598名 

リラックスヨーガ教室 

(A)通年 計 47回 

(B)町中央公民館 

(C)延べ 47名 

(D)会員 

(E)延べ 781名 

フラダンス教室 

(A)通年 計 42回 

(B)町総合体育館 

(C)延べ 42名 

(D)会員 

(E)延べ 582名 

おはようヨーガ教室 

(A)通年 計 31回 

(B)町総合体育館 

(C)延べ 31名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 393名 

キッズダンス教室 

（小学生の部） 

(A)通年 計 45回 

(B)町総合体育館 

(C)延べ 45名 

(D)会員 

(E)延べ 1,134名 

キッズダンス教室 

（中学生の部） 

(A)通年 計 44回 

(B)町総合体育館 

(C)延べ 44名 

(D)会員 

(E)延べ 298名 

つまみ細工教室 

(A)通年 計 24回 

(B)町総合体育館 

(C)延べ 24名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 316名 

リフレッシュスポーツ教室 

(A)通年 計 48回 

(B)町総合体育館 

(C)延べ 48名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 846名 

おはようスポーツ教室 

(A)通年 計 29回 

(B)町総合体育館 

(C)延べ 29名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 420名 

ファンファン教室 

(A)通年 計 44回 

(B)町勤労文化ｾﾝﾀｰ 

(C)延べ 44名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 313名 

大人女性筋トレ教室 

(A)通年 計 423回 

(B)町総合体育館 

(C)延べ 423名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 842名 

ウォーキング教室 

(A)4月～11月 計 35回 

(B)町内・外 

(C)延べ 70名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 566名 

おはよう里山教室 

(A)4月～10月 計 13回 

(B)町内・外の里山 

(C)延べ 13名 

(D)会員・非会員 

(E)延べ 142名 



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   0 

健康体力相談に関する事業 実施しなかった   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)町総合体育館 

(C)1名 

(D)会員･スポーツ団

体･行政 

(E)延べ 2,760名 

179 

R元年度 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 

R元年度 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 

R元年度 新教室案内・後期

募集チラシ 

(A)10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 

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   0 

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)H31.4月～R2.3月 

  計 11回 

(B) 岡文化 

交流センター 

(C)2名 

(D)岡地区住民 

(E)219名 

483 

(A)H31.4月～R2.3月 

  計 22回 

 (B)柳沢集落センター 

(C)2名 

(D)柳沢地区住民 

(E)307名 

(A)H31.4月～R2.3月 

  計 19回 

 (B)旭町公民館 

(C)2名 

(D)旭町地区住民 

(E)323名 

(A)10月 2日 

(B)ひまわりグラウン

ドゴルフ場 

(C)2名 

(D)第17回天晴GG大会 

  参加者 

(E)多数 

スポーツ備品の寄付 

(A)5月 26日 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 



(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 125回 4/1～3/31 

(B)町内 16地区･団体 

 各地区公民館 

(C)2名 

2,978 

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 

880 

(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 
8,651 

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 4月～3月  

(B)町総合体育館 

(C)2名 
2,806 

歩数計データアップ 

入力作業 

アドバイス 

(A)4月～3月 通年  

(B)町総合体育館 

(C)8名 

848 

小学生スポーツ教室運営委託 運営・指導 

(A)計 8回 6月～7月 

(B)町総合体育館 

(C)3名 

205 

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。 


