平成２９年度一般財団法人岡山市体育協会事業報告書
Ⅰ 生涯・競技スポーツ事業
１. 生涯スポーツの普及振興及び市民の健康・体力づくりの推進 （定款第４条第１号）
事業名
学区体育協会助成金

期日

会場

年１回

内容
年間を通じた活動に対して助成

第75回岡山市民体育大会 平成29年10月9日
市民ハイキング

平成29年4月9日～
平成30年 3月11日に
合計10回
（７,８月を除き毎月１回）

スポーツ講演会

平成29年12月17日

岡山県総合グラウン
ドを中心とする市内
各地
各地

学区対抗競技・ニュースポーツ大会等
を市内各所で15競技種目（4,620名）

ピュアリティまきび

ﾍﾟｯﾌﾟﾄｰｸ「やる気を引き出す魔法の言
葉」
日本ﾍﾟｯﾌﾟﾄｰｸ普及協会 浦上大輔氏

全10回で合計1,673名

第59回西大寺駅伝競走大会 平成30年2月11日

神崎山公園競技場を 全4部門で合計104チーム（520名）
発着としたコース

第54回
平成30年1月14日
岡山市クロスカントリー大会

吉井川第一緑地公
園陸上競技場

全14部門で合計1,178名

第15回川相昌弘杯
少年野球交流大会

岡山ドーム

各種大会で優秀な成績を収めたチーム

平成30年1月8日

２. スポーツ競技者の育成指導及び指導者の養成 （定款第４条第２号）
事業名

期日

競技団体助成金

年１回

競技力向上事業

通年

会場

内容
年間を通じた活動に対して助成

第54回岡山市総合体育大会 平成29年6月11日

各地

21競技団体68事業

岡山市内各所

左記大会を実施する25競技団体

～11月25日

３. スポーツに関する功労者、優秀選手等の表彰 （定款第４条第４号）
事業名

開催期日

（一財）岡山市体育協会表彰 平成29年12月17日

会場
ピュアリティまきび

内容
（一財）岡山市体育協会表彰
１６個人、５団体
岡山市スポーツ少年団功労者顕彰
功労者 １８名
永年指導者（10年）３４名 （5年）３４名

４. スポーツに関する調査研究および広報活動 （定款第４条第５号）
事業名

開催期日

広報活動事業

随時

調査研究

9月

会場

（公財）福岡市体育
協会

内容
・ホームページの作成と活用
・情報紙「岡山市体協だより」発刊
(9月・3月）
先進市体育協会の調査・研究

Ⅱ スポーツ少年団事業
１. スポーツ少年団の育成事業 （定款第４条第３号）
事業名

期日

会場

内容

岡山市スポーツ少年団登録 4月～7月

岡山市勤労者福祉セ 岡山市・岡山県・日本スポ少への
ンター
登録料払込

第43回岡山市スポーツ少
年団体育大会

平成29年11月23日

シティライトスタジアム 79スポーツ少年団（1,573名）参加

岡山市スポーツ少年団
秋季錬成大会

平成29年9月2日
岡山市内
～平成30年1月14日

８競技部で開催（ソフトボール,剣道,柔
道,バレーボール,サッカー,卓球,軟式
野球,体操）

岡山市スポーツ少年団
春季錬成大会

平成30年1月21日
～3月11日

岡山市内

７競技部で開催（ソフトボール,剣道,柔
道,バレーボール,サッカー,卓球,軟式
野球）

岡山市スポーツ少年団
交流促進事業

通年

岡山市内

岡山市内外のスポーツ少年団対象に
９事業

岡山市スポーツ少年団
平成29年7月22日
指導者・保護者合同研修会

岡山ふれあいセン
ター

岡山市スポーツ少年団指導者・保護者
等141名参加

岡山市スポーツ少年団
指導者研修会

平成30年1月27日

西ふれあいセンター 岡山市スポーツ少年団指導者等123名
参加

岡山市スポーツ少年団各
部指導者育成支援事業

通年

岡山市内

６競技部各部で指導者研修会を開催
（ソフトボール,剣道,バレーボール,サッ
カー,卓球,軟式野球）

スポーツ少年団認定員
養成講習会開催事業

通年

岡山県内3カ所

参加料の半額を助成（助成対象67名）

スポーツ少年団単位団
活動助成事業

通年

８競技部に属する各団の運営の助成

岡山市スポーツ少年団の
運営に要する会議
・委員総会

・常任委員会

・専門部会

第1回：平成29年4月28日 岡山市勤労者福祉セ ■平成29年度事業計画と収支予算，平
書面協議
ンター
成29年度スポーツ少年団登録
第2回：平成29年9月20日
■平成28年度事業報告と収支決算の
承認可決，平成29年度秋季錬成大会と
第43回岡山市スポーツ少年団体育大
会
第1回：平成29年6月20日 岡山市勤労者福祉セ ■委員総会の書面協議の結果，平成
第2回：平成29年9月6日 ンター
29年度登録状況，新規団の審査，顕彰
第3回：平成30年3月20日
事業，第43回岡山市スポ少体育大会
■平成29年度登録者数確定，平成29
年度指導者・保護者合同研修会，第52
回岡山県スポーツ少年団交歓交流大
会，平成29年度秋季錬成大会と第43回
岡山市スポーツ少年団体育大会，スポ
少功労者表彰及び永年指導者表彰
■平成30年度事業計画と収支予算，岡
山市体協創設70周年記念表彰候補者
の推薦，スポーツ少年団専門部会
第1回：平成29年6月8日 岡山市勤労者福祉セ ■平成29年度事業計画，岡山市スポー
第2回：平成30年2月20日 ンター
ツ少年団の現状，平成29年度登録状
況，平成29年度研修会，今後の検討課
題
【総務部会】団登録の増加策，顕彰事
業
【育成部会】ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ，
育成母集団、ﾘｰﾀﾞｰの理解と活用

・指導者協議会 理事会

第1回：平成29年4月25日 岡山市勤労者福祉セ ■指導者互助会の決算・予算案の承認
ンター
可決
第2回：平成30年1月22日 ピュアリティまきび
■平成29年度春季錬成大会と平成30
年度事業計画

・指導者協議会 常任理事会 平成29年4月25日

岡山市勤労者福祉セ 平成29年度助成金に係る関係資料の
ンター
提出，平成29年度各種事業

Ⅲ 法人事業
１. その他この法人の目的を達成するために必要な事業 （定款第４条第６号）
事業名
共催・後援事業
本会の運営に要する会議
■評議員会

■理事会

■専門委員会
・総務財務委員会

・スポーツ振興委員会

開催期日

会場

通年

第1回定時：
平成29年6月14日
第2回臨時：
平成30年3月29日

内容
共催２事業，後援４３事業

ピュアリティまきび

■定時評議員会にて平成28年度事業
報告と収支決算を承認可決。岡山市体
協創設70周年記念事業実施を承認可
決。
■臨時評議員会にて平成30年度事業
計画と収支予算,各種規程の制定･改訂
を承認可決。賛助会員募集と岡山市体
協創設70周年記念事業について報告。

第1回：平成29年5月31日 岡山市勤労者福祉セ ■平成28年度事業報告と収支決算，平
第2回：平成29年10月25 ンター4階
成29年度第1回定時評議員会の招集,
日
第3回：平成30
岡山市体協創設70周年記念事業を承
年3月15日
認可決。代理理事及び業務執行理事
業務執行状況を報告｡
■(一財)岡山市体協表彰ならびに岡山
市スポ少顕彰，岡山市体協創設70周年
記念事業を承認可決。代表理事及び
業務執行理事の業務執行状況,基本財
産の運用,政令指定都市体協研修協議
会,岡山市民体育大会の進捗を報告｡
■平成30年度事業計画と収支予算,各
種規程の制定･改訂,臨時評議員会開
催を承認可決｡代表理事及び業務執行
理事の業務執行状況,岡山市体協創設
70周年記念事業の進捗を報告｡
第1回：平成29年5月25日 岡山市勤労者福祉セ ■平成28年度事業報告と収支決算,岡
第2回：平成29年7月4日 ンター4階
山市体協創設70周年記念事業を協議｡
第3回：平成30年2月2日
■岡山市民体育大会,経営方針,岡山
第4回：平成30年3月9日
市体協創設70周年記念事業を協議｡
■岡山市体協創設70周年記念事業,賛
助会員を協議｡
■平成29年度収支決算見込み,平成30
年度事業計画と収支予算,各種規程の
制定･改定,岡山市体協創設70周年事
業の進捗状況,会議等ｽｹｼﾞｭｰﾙを協
議｡
第1回：平成29年6月19日 岡山市勤労者福祉セ ■平成29年度ｽﾎﾟｰﾂ講習会を協議｡ｽ
第2回：平成29回11月13 ンター4階
ﾎﾟｰﾂ庁訪問を報告｡
日
■平成29年度･30年度ｽﾎﾟｰﾂ講習会を
第3回：平成30年2月5日
協議｡
■今後の競技力向上事業の方針,平成
30年度ｽﾎﾟｰﾂ講習会を協議｡

