
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 期　日 会　場 内　容

学区体育協会助成金 年１回 年間を通じた活動に対して助成

第79回岡山市民体育大会 令和3年10月10日 岡山県総合グラウンドを中心と
する市内各地

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め開催中止

岡山市民ハイキング 令和3年4月11日～令和4
年3月13日に合計10回
（7,8月を除き毎月1回）

各地 全7回（518名）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、6・9・2月を開催中止

スポーツ講習会 令和3年6月23日
令和3年6月25日
令和3年6月26日

オンライン配信（Zoom） 「コロナ禍におけるスポーツ活動を考え
る」
賀川法律事務所　加藤高明 弁護士
（40名）

スポーツ講演会 令和3年12月12日 ピュアリティまきび 「原田のどか～エンジョイ思考～」
東京2020オリンピック競技大会
ソフトボール競技金メダル
太陽誘電ソルフィーユ　原田のどか 氏
（120名）

第63回西大寺駅伝競走大会 令和4年2月13日 神崎山公園・太伯小学校を発
着としたコース

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め開催中止

第58回岡山市クロスカント
リー大会

令和4年1月9日 吉井川第一緑地公園陸上競
技場

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め開催中止

第19回川相昌弘杯少年野
球交流大会

令和4年1月16日 岡山ドーム 4チーム（200名）

SOMPOボールゲームフェス
タin岡山

令和3年11月3日 ジップアリーナ岡山 あそビバ！（5歳～小学3年生：75組）
キッズチャレンジ（小学4～6年生：107名）

第27回岡山市ペタンク交流
大会

令和4年3月20日 奥市公園補助野球場 40チーム（120名）

応急手当普及講習会 第1回：令和3年7月9日
第2回：令和3年9月10日

岡山市消防局西消防署 「救命入門コース～胸骨圧迫、AEDの使
用法～」
岡山西消防署署員
（第1回：7名）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、第2回を開催中止

ジュニアチャレンジ　得意を
さがそう！体力測定会
inIPU・環太平洋大学

令和4年1月23日 IPU・環太平洋大学 新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め開催中止

令和３年度一般財団法人岡山市スポーツ協会事業報告書

   本会は、市民に最も密着した身近な組織として岡山市民のスポーツ活動を振興し、もって市民の心身の
健全な発達を図り、明るく豊かで活力ある社会を目指して活動している。
   令和3年度の本会事業は、昨年から全国的に蔓延している新型コロナウイルス変異株の猛威から、当初予
定の事業の大半が実施できていない。
　具体的には、岡山市クロスカントリー大会、西大寺駅伝競走大会、岡山市民体育大会、岡山市スポーツ少
年団体育大会などの本会主要事業を中止せざるを得ない状況にあった。
　こうした状況下にあったが、一昨年より計画していた新規事業である、「SOMPOボールゲームフェスタ２０２
１ in 岡山」を損保ジャパン様のご支援で本会と（一社）日本トップリーグ連携機構が主催して盛大に開催でき
たことは意義あることであった。
　また、本会においては、岡山市、岡山県、（公財）JKAからのコロナ対策関連助成制度の活用申請し、総額
1,026,000円の助成を受けることができた。
　令和3年度の収支決算状況は、上述の影響を要因として当初予算と大幅に乖離し、前年度繰越金
6,757,803円を含めた総収入69,685,386円に対し、総支出は47,442,436円となり、差額22,242,950円の収入
増となった。
　収入増となった余剰金については、当年度までにご寄付をいただいた賛助会費4,586,000円と受取寄付金
55,225円を加えた4,641,225円と賞与引当金608,614円に本会の任意団体当時からの繰越金3,244,869円を
含めた合計8,494,708円を次年度繰越金とし、残る余剰金14,356,856円を岡山市へ返還することとした。
　なお、次年度繰越金には、令和4年度支給に相当する608,614円を賞与引当金として加算計上している。



　　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 会　場 内　容

競技団体助成金 年１回 年間を通じた活動に対して助成

競技力向上事業 通年 各地 １４競技団体２５事業

第58回岡山市総合体育大会 令和3年6月27日～12月5
日

岡山市内各所 左記大会を実施する２３競技団体

　　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 期　日 会　場 内　容

（一財）岡山市スポーツ協会
表彰式

令和3年12月12日 ピュアリティまきび (一財)岡山市スポーツ協会表彰
　個人８名，団体４団体，特別表彰４名
岡山市スポーツ少年団顕彰
　功労者１２名
　永年指導者(10年)１７名，(5年)２２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 会場 内容

広報活動事業 随時 ・ホームページの作成と活用
・情報紙「おかやま市スポーツ協会だよ
り」発行（9月・3月）

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 令和3年4月1日～7月31日 岡山市・岡山県・日本スポ少への登録

第47回岡山市スポーツ少年
団体育大会

令和3年11月28日 シティライトスタジアム 新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め開催中止

岡山市スポーツ少年団秋季
錬成大会

令和3年10月3日～12月5
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,体操）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、軟式野球は開催中止

岡山市スポーツ少年団春季
錬成大会

令和4年3月13日～28日 岡山市内 3競技部で開催（ソフトボール,バレーボー
ル,卓球）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、剣道,柔道,サッカー,軟式野球は中
止

岡山市スポーツ少年団指導
者・保護者合同研修会

令和3年8月8日 ピュアリティまきび
※集合形式，オンライン形式

「スポーツ少年団の理念」
岡山県スポーツ少年団本部長
延原良明 氏
（88名（集合：41名，オンライン：47名））

岡山市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7事
業



事業名 期　日 会　場 内　容

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 5競技部各部で指導者研修会を開催（ソ
フトボール,剣道,サッカー,卓球,軟式野
球）

岡山市スポーツ少年団指導
者資格養成事業

通年 参加料の半額を助成
（スタートコーチ養成講習会：25名)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、ジュニアリーダースクールは開催中
止

岡山市スポーツ少年団の運
営に要する会議

　・委員総会 第1回：令和3年4月23日
(書面協議)
第2回：令和3年10月11日
(書面協議)

■令和3年度事業計画と収支予算の承
認可決
■令和2年度事業報告と収支決算の承
認可決

　・常任委員会 第1回：令和3年6月22日
第2回：令和3年9月17日
(書面協議)
第3回：令和4年3月4日

岡山市勤労者福祉センター

岡山市勤労者福祉センター

■令和3年度岡山市スポーツ少年団錬成
大会，第47回岡山市スポーツ少年団体
育大会，岡山市スポーツ少年団創立60
周年記念事業
■第47回岡山市スポーツ少年団体育大
会，岡山市スポーツ少年団創立60周年
記念事業，第2回委員総会の開催，令和
3年度岡山市スポーツ少年団功労者表彰
及び永年指導者表彰
■令和4年度事業計画及び予算の承認
可決，日本スポーツ少年団顕彰の推薦，
岡山市スポーツ少年団創立60周年記念
事業

■専門部会

　・育成部会 第1回：令和3年11月19日 岡山市勤労者福祉センター ■検討課題の実行計画

　・指導者協議会 理事会 第1回：令和3年5月10日
(書面協議)

岡山市勤労者福祉センター ■令和2年度指導者互助会決算の承認
可決，令和3年度指導者互助会予算の承
認可決



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 期　日 会　場 内　容

共催・後援事業 通年 共催１事業，後援１４事業

本会の運営に要する会議

■評議員会 定時：令和3年6月11日
（書面協議）
臨時：令和4年3月24日 ピュアリティまきび

■令和2年度事業報告と収支決算を承認
可決
■令和4年度年度事業計画と収支予算を
承認可決

■理事会 第1回：令和3年5月31日
（書面協議）
第2回：令和3年10月29日
第3回：令和4年3月10日

岡山市勤労者福祉センター
岡山市勤労者福祉センター

■令和2年度事業報告と収支決算，令和
3年度行事，令和3年度定時評議員会の
招集
■（一財）岡山市スポーツ協会表彰なら
びに岡山市スポーツ少年団顕彰，令和3
年度行事，役員の広報誌執筆謝金
■令和4年度事業計画と収支予算の承
認可決，各種規程の改定，中期経営計
画の概要，臨時評議員会開催の承認可
決

■専門委員会

　　・総務財務委員会 第1回：令和3年5月18日
第2回：令和3年8月 11日
第3回：令和3年10月21日
第4回：令和4年2月8日
（書面協議）
第5回：令和4年3月3日

岡山市勤労者福祉センター
岡山市勤労者福祉センター
岡山市勤労者福祉センター

岡山市勤労者福祉センター

■副委員長の選任，令和2年度事業報告
と収支決算，令和3年度行事
■（一財）岡山市スポーツ協会表彰，加
盟団体助成金，賛助会員，子どもの交流
事業
■（一財）岡山市スポーツ協会表彰なら
びに岡山市スポーツ少年団顕彰，令和3
年度行事，令和4年度予算(案)，基本財
産の運用，令和2年度の経営方針に対す
る活動実績，役員の広報誌執筆謝金
■令和4年度競技力向上事業
■令和3年度収支決算見込み，令和4年
度事業計画(案)と収支予算(案)，令和4年
度競技力向上事業，各種規程の改定，
経営方針

　　・スポーツ振興委員会 第1回：令和3年6月30日
第2回：令和4年2月28日
(書面協議)

岡山市勤労者福祉センター ■指導者研修会のテーマ並びに講師，
スポーツ講習会
■令和4年度競技力向上事業

賛助会員 一般市民・団体 通年 特別会員５団体
企業・団体会員７３団体
個人会員１８名

政令指定都市スポーツ協会
研究協議会

令和3年10月14日,15日 札幌市 新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止


