
   

 

令和４年度 公益財団法人草加市スポーツ協会 事業計画書 

Ⅰ 事業方針 

 

 

 

 

令和３年度は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会が異例の無観客での開催

となり、社会を取り巻く生活様式をはじめ、スポーツ・健康づくりのあり方も大きく変容す

る年となりました。 

令和４年度は、多くの国民がスポーツに注目しスポーツが持つ素晴らしさや秘めた可能性

を強く実感する機会となった東京大会のレガシーとして、市民がスポーツに寄せる期待を更

に後押しするようアフター・コロナの時代に相応しい発想で、国や県が提言する『新しい生

活様式』に沿った未来へ繋がるスポーツ活動を実践していきます。 

また、温水プールやテニスコート等の市内スポーツ施設の更新が計画されていることから

新施設の有効活用を想定した既存事業の見直しや拡充を図る事業を試験的に導入し、乳幼児

から高年者や障がい者までを含め多くの市民が安心・安全に運動へと取り組み、心身ともに

健康で幸せな生活が送れるように「スポーツ・健康づくり都市」の実現へ向けて取り組んで

いきます。 

 

～公益財団法人草加市スポーツ協会が掲げる５つの方針～ 

（平成２８年度から令和５年度までの８年間） 

方針１ スポーツ・運動による市民の健康づくりの推進 

方針２ 新たな施設を核とした健康づくり・生涯スポーツの推進 

方針３ スポーツ推進エリア構想に基づくスポーツ環境の整備 

方針４ 東京オリパラを契機とした子どものスポーツ・障がい者スポーツの推進 

方針５ 既存団体の好循環化・新規加盟団体の育成 

 

方針の策定にあたっては、時代背景や草加市が抱える課題、市民のニーズ、将来性などを

総合的に勘案して、草加市のスポーツ振興を図るうえで必要性の高いものを掲げています。

また、平成２８年度からの「第四次草加市総合振興計画」を受け、スポーツ分野では「草加

市スポーツ推進基本方針」や「草加市スポーツ施設整備計画」、健康づくり分野では「そう

かみんなで健康づくり計画」が策定され、草加市の施策が示されています。 

当協会では、こうした背景を踏まえ、平成２８年度から８年間の「今後の５つの方針」を

定め、単年度ではなく中長期的な計画に基づく事業を展開してきました。しかし、新型コロ

ナウィルス感染症の影響を受け、東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会の延期や

無観客による開催をはじめ、様々なスポーツ事業を中止せざるを得ない状況となり、市民が

スポーツに親しみ触れる機会を失う事態が続いています。 

今後に向けては、アフター・コロナの時代に相応しい新たな発想によるスポーツ・健康づ

くりを実践していく必要があることから、これまでの成果を検証しながら次のステップに向

けて課題を整理し、市民が参加しやすく魅力的な事業を実施できるよう取り組んでいきます。 

みんなでスポーツ元気な草加 

～スポーツ心、応援します 育てます～ 

 



   

 

Ⅱ 令和４年度重点施策 

令和４年度は、草加市におけるスポーツ振興の課題を解決するために当協会として定めた

今後の方針に基づき、草加市や関係団体と連携を図りながら、次の３項目を重点施策として

取り組みます。 

 

（１）東京２０２０大会のレガシー継承事業 

東京大会を契機に実施してきた草加市ゆかりのトップアスリートを活用したジュニア育

成事業や障がい者を対象とした事業が将来へ向けて更に広がるように、加盟団体や関係団

体と協力しながら推進していきます。 

① 体力ＵＰプログラム 

埼玉県主催「彩の国プラチナキッズ」への合格を目指し、早稲田大学スポーツ科学学術

院と共同開発した運動プログラムにより未来のオリンピアンを育成する事業 

② 三者包括連携協定の活用（ヨネックス、コナミスポーツ） 

草加市を拠点に活動するトップアスリートが在籍する企業チームとの連携を図り、種

目の普及とジュニアの発掘・育成を目指す事業 

③ 障がい者スポーツ推進（車いすバスケットボール、ボッチャ、水泳等） 

スポーツにおけるノーマライゼーションを追求し、障がい者が生涯にわたってスポー

ツや健康づくりに取り組める機会を提供する事業 

 

（２）新しい生活様式を取り入れた市民の健康づくり 

① スポーツにおける『新しい生活様式』の実践 

アフター・コロナの時代に相応しい「新しい生活様式」に沿った新たな発想によるスポ

ーツや健康づくりの場を提供できるように事業の開催方法や運営方法を見直し、多くの

市民が継続してスポーツ・健康づくりに取り組める機会を提供します。 

② 健康づくりＩＴシステムの活用 

筑波大学の田中喜代次名誉教授の監修によって草加市の地域性や性別・年齢ごとに分

析された草加独自の健康指標を活用して、市民の健康管理に対する意識の向上を図りな

がら学術的に裏付けされた運動カリキュラムを実践します。コロナ禍により運動頻度が

低下している市民層へ積極的に呼びかけ、運動を習慣化する市民の増加を目指します。 

 

（３）事業推進のための財源確保 

  令和２年を発端とする新型コロナウィルス感染症の影響により、事業の参加者数が大幅

に減少したことによる減収への対策と併せて事業推進のための財政基盤の見直しを図り、

公益目的事業推進のための財源を安定的に確保していきます。 

 また、プール施設をはじめとするスポーツ施設の更新へ向けた新しい事業企画や事業拡

大のための財源として、特定費用準備資金を活用できるよう計画的に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Ⅲ 事業計画 

１．スポーツ振興事業（定款 第４条第１号） 

（１）スポーツ教室 

方針１「スポーツ・運動による市民の健康づくりの推進」に基づき、健康づくりや体力向

上、各種スポーツ種目等を始めるきっかけづくりを目的とする事業 

①健康体力づくり教室 

乳幼児から高年者までの幅広い年代を対象に、健康づくりや体力向上への取組を始められ

るよう短期間の運動指導を行います。 

事業名 事業数 対象 

健康づくりスポーツ教室 19 事業 幼児と親 510 人 

 26 事業 18 歳以上 640 人 

②種目別スポーツ教室 

加盟団体との共催により、スポーツ種目や武道・ダンス等の基礎を習得するために短期間

の運動指導を行い、段階的に継続的な活動へ促します。 

事業名 事業数 対象 

種目別スポーツ教室 32 事業 幼児～高校生 770 人 

 10 事業 18 歳以上 140 人 

 

（２）子ども基礎体力向上事業 

方針４「東京オリパラ開催を契機とした子どものスポーツ・障がい者スポーツの推進」に

基づき、幼児・児童を対象とした総合的かつ継続的な活動による基礎体力の向上を目的とす

る事業 

①キッズクラブ 

幼児・小学生の総合的な基礎体力の向上を目的に、年間を通して継続的に活動できるキッ

ズクラブを運営します。屋外種目の拡充として、新たにソフトテニスを追加します。 

事業名 事業数 対象 

幼児 複合種目  8 コース 幼児 240 人 

小学生 複合種目  4 コース 小学 1～3 年 120 人 

小学生 種目別  9 コース 小学生 200 人 

クラブイベント  6 コース 幼児～小学生 930 人 

随時体験  1 コース 幼児～小学生 30 人 

②子どもスポーツイベント 

  様々なスポーツ・レクリエーションを楽しく体験することができる各種スポーツイベント

を開催します。 

事業名 事業数 対象 

子どもスポーツイベント 11 事業 幼児･小学生･親子 380 人 

③学校放課後スポーツ事業 

放課後の市内小学校体育館を有効に活用し、子どもたちが身近な場所でスポーツ・レクリ

エーションを通して体力づくりができる事業を開催します。 

事業名 事業数 対象 

放課後スポーツチャレンジ 24 事業 小学生 720 人 



   

 

④ジュニアアスリート育成事業 

未来のトップアスリート育成を目指し、体力テストで選抜したジュニアに対し高いレベル

の基礎体力・運動能力の向上を目的として、早稲田大学スポーツ科学学術院との共同研究に

より運動実践をしながら運動プログラムを開発します。また、草加市・ヨネックス・当協会

との三者包括連携協定に基づくバドミントン選手育成事業を推進します。 

事業名 事業数 対象 

選抜体力テスト  1 事業 小学 2～3 年 50 人 

体力ＵＰプログラム(年間)  2 事業 小学 2～3 年 40 人 

体力アップ研修会  1 事業 18 歳以上 50 人 

バドミントンクリニック  1 事業 小学生･中学生･高校生 300 人 

バドミントンアカデミー  2 事業 小学 4～6 年 80 人 

クイーンズサーキット  2 事業 小学 4～6 年・中学生 300 人 

 

（３）成人体力づくり推進事業 

方針１「スポーツ・運動による市民の健康づくりの推進」に基づき、様々な種目で成人の

健康づくりや体力向上を目的とする事業 

①トレーニング事業 

記念体育館・市民体育館のトレーニング室において、安全に利用するための講習会を実施

します。またＩＴシステムを活用し、年間を通して体組成計測や体力測定の結果に基づき健

康のためのトレーニングアドバイスや筋力トレーニング等の運動指導を行います。 

事業名 事業数 対象 

トレーニング事業(年間) 2 事業 16 歳以上 10,400 人 

体組成計測･体力測定 2 事業 16 歳以上 2,200 人 

利用者講習会 2 事業 16 歳以上  3,340 人 

②ウォーキング事業 

インターバル速歩や筋力トレーニングを中心に、健康づくりを目的としたウォーキングを

定期的に活動する草加ヘルシーウォーキングクラブを運営し、ウォーキングについての正し

い知識と歩き方を習得するウォーキングリーダーを育成します。参加者が増加傾向にあるこ

とから新種目を導入し、新たに市内北東部エリアを活用した展開を図ります。 

事業名 事業数 対象 

草加ヘルシーウォーキングクラブ(年間)  3 事業 40 歳以上 105 人 

体組成計測･体力測定  1 事業 40 歳以上 105 人 

ウォーキングツアー  1 事業 40 歳以上 20 人 

③ランニング事業 

市民体育館を拠点としたランニングクラブ「草加ＪＯＧＳ（ジョグス）」の運営を中心に、

ランニングステーションの設置や底辺拡大のための初心者練習会の開催、地域のマラソンイ

ベントへの参加など幅広い年齢層を対象に市民の健康・体力づくりを推進します。水泳愛好

者と関連性が高い種目であることから、プール更新後の市内北東部エリアを拠点とした活動

への基盤づくりをすすめます。 

事業名 事業数 対象 

草加ＪＯＧＳ定期練習会(年間) 4 事業 18 歳以上 70 人 

ランニングステーション  2 事業 18 歳以上 70 人 



   

 

体組成計測･体力測定  1 事業 18 歳以上 70 人 

ランニング体験会  1 事業 18 歳以上 10 人 

太鼓橋ロードレース大会事前練習会  1 事業 18 歳以上(大会参加者) 30 人 

④フィットネス事業 

市民が各自のライフスタイルに合わせて自由に運動プログラムを選択し、健康づくりに取

り組めるよう草加フィットネスクラブを運営します。様々な内容や運動強度のプログラムを

市内各施設で年間を通して開催し、健康づくり・体力向上への取組と運動の習慣化を促しま

す。温水プールでの事業に参加いただいていた市民や新規参加者の受入れ枠を増加するため、

新たなプログラムを追加します。 

事業名 事業数 対象 

フィットネスクラブ（年間） 15 コース 18 歳以上 250 人 

体組成計測･体力測定 1 事業 18 歳以上 50 人 

フィットネスクラブビジター体験 1 事業 18 歳以上 30 人 

フィットネスイベント 2 事業 18 歳以上 120 人 

⑤屋外スポーツ事業 

活動の場に捉われないサイクルスポーツやグラウンド・ゴルフ等、屋外で行えるスポーツ

種目の事業を開催し、既存の屋内スポーツ施設の利用飽和の解消とともに、成人が継続して

健康づくり・体力向上に取り組めるよう地域に根付いたコミュニティ構築を目指します。 

事業名 事業数 対象 

ツール･ド･そうかクラブ定期練習会(年間) 1 事業 18 歳以上 40 人 

体組成計測･体力測定 1 事業 18 歳以上 40 人 

ツール･ド･そうか講習会 3 事業 18 歳以上 30 人 

親睦グラウンド･ゴルフ大会 2 事業 18 歳以上 100 人 

４ブロック交流グラウンド･ゴルフ大会 1 事業 18 歳以上 200 人 

 

（４）高年者健康増進事業 

方針１「スポーツ・運動による市民の健康づくりの推進」に基づき、概ね６５才以上の方

を対象に、健康づくりや介護予防となる運動実践を行い、健康で明るい生活が送れることを

目的とする事業 

①高年者地域健康づくり事業 

体育館等への移動が困難な方々のために、市内の各地域に指導者が出向き、健康づくりの

ために必要な運動指導を行い、地域に根付いた活動を継続できるように推進します。また、

健康づくりＩＴシステムで収集した市民のデータを活用し、筑波大学田中名誉教授が監修し

た専門的な健康増進カリキュラムを運用します。 

事業名 事業数 対象 

地域巡回健康づくり事業「元気とどけ隊」 6 事業 65 歳以上 150 人 

地域はつらつ元気体操(公共施設共催) 16 事業 65 歳以上 360 人 

介護予防啓発事業 3 事業 65 歳以上 90 人 

②世代間交流スポーツ事業 

  高年者が自身の家族や地域の仲間と共にスポーツを通じて交流を深め、世代を超えて地域

のコミュニティを活性化させるスポーツ事業を加盟団体と協力して開催します。 

事業名 事業数 対象 

世代間交流卓球 1 事業 小学生以上 50 人 



   

 

（５）障がい者スポーツ促進事業 

方針４「東京オリパラ開催を契機とした子どものスポーツ･障がい者スポーツの推進」に基

づき、障がい者がスポーツ・レクリエーションに親しむ機会を提供しながら、障がい者スポ

ーツ団体として自主的な運営ができるように育成・支援をする事業 

①障がい者スポーツ事業 

スポーツを通じて健常者との交流や障がい者スポーツへの理解を深め、共にスポーツ・レ

クリエーションを楽しめる事業を開催します。 

事業名 事業数 対象 

障がい者スポーツ広場(年間) 1 事業 知的障がい者他 20 人 

障がい者野外活動  1 事業 知的障がい者他 20 人 

パラスポーツフェスタ  1 事業 障がい者他 100 人 

②障がい者種目別スポーツの促進 

  障がいの種類に応じたスポーツ種目をピックアップし、指導者やボランティア・団体の育

成を図りながら継続的な定期活動を促進します。また、市内小学校で車いすバスケットボー

ルやＵＤ(手話)ダンスの講座を開催し障がい者スポーツへの理解を深めます。温水プールで

実施していた水泳種目は、市内の学校プールを借用し引き続き開催していきます。 

事業名 事業数 対象 

車いすバスケット体験会(年間) 1 事業 身体障がい者他 10 人 

障がい者スポーツ講座 
(車いすバスケット･ＵＤダンス等) 

11 事業 小学生 1,500 人 

車いすツインバスケット交流大会  1 事業 身体障がい者 他 100 人 

ボッチャ練習会(年間)  1 事業 身体･知的障がい者 20 人 

ボッチャ体験会 1 事業 障がい者・高年者 30 人 

障がい者水泳練習会 3 事業 身体･知的障がい者 80 人 

③障がい者団体活動の支援 

  障がい者が継続してスポーツに取り組めるよう、施設の優先確保や専用スポーツ用品の貸

与等、団体のニーズに合わせた活動の支援、育成を行います。 

事業名 事業数 対象 

障がい者団体活動の支援(年間) 7 団体 身体･知的･精神障がい者 

 

２．スポーツ普及活動事業（定款 第４条第２号） 

（１）広報活動事業 

当協会及び加盟団体のＰＲと、運動・スポーツ・レクリエーションの意義や必要性につい

て広く市民へ周知することを目的とする事業 

①広報紙の発行 

  当協会の活動や事業内容を広く周知するため広報紙「スポーツ草加」を発行します。 

8 月、3 月（年 2 回） 草加市｢広報そうか｣へ折り込み配布 

②ホームページの配信 

  当協会の事業や加盟団体の活動、施設の利用案内等を中心に、市内のスポーツ関連情報を

統括しながらホームページの充実を図り市民へ配信します。 

＊スポーツ教室・各種事業・イベント等の案内と申込受付 

  ＊市内体育施設の利用案内、利用予定等の情報提供 

  ＊加盟団体やスポーツ団体の紹介、スポーツ関連団体や情報サイトとのリンク 



   

 

③その他の広報活動 

  広く普及しているインターネット環境を活用して、加盟団体やスポーツ関係団体等の情報

を含め、ＳＮＳサービスによりリアルタイムに情報提供を行いスポーツ愛好者の情報交流を

図ります。また、ノベルティグッズ等の配布により幅広く市民へ当協会をＰＲします。 

 

公式ウェブサイト Facebook ページ Instagram 

 

YouTube 

 

（２）指導者登録養成事業 

スポーツ・レクリエーション指導者やボランティアの養成・発掘・登録を管理し、その活

用を図ることを目的とする事業 

①スポレクバンクの運営 

スポーツ・レクリエーション等に関する専門的な知識や経験・技能を有する指導者を発掘・

登録し、当協会の各種事業において活用を図ります。広報紙スポーツ草加やホームページを

活用して「スポレクバンク」への積極的な登録を促し、スポーツ事業への指導や事業の拡大

を目指します。 

②指導者講習会 

  スポーツ指導に対する関心や熱意のある市民、スポレクバンク登録者、加盟団体の指導者

等を対象に、資格取得や資質向上を図るための各種講習会を開催します。 

事業名 事業数 内容 

障がい者スポーツ普及講習会  1 事業 広域的な指導者･スタッフの育成等 

スポーツ指導者応急手当講習会  1 事業 スポーツ現場での応急処置等 

市民救命員養成講習会  1 事業 蘇生法及びＡＥＤ操作の基礎､急病対応等 

上級市民救命員養成講習会  1 事業 救急法､蘇生法､急病対応等 

健康フォーラム  1 事業 健康長寿をテーマとした講演･実技等 

③指導者育成事業 

  次代を担う指導者を育成するため、指導者を志す者や指導経験が少ない者・学生等を対象

として、指導理論やカリキュラム作成等の専門的・実践的な指導内容が研修できる機会を設

定します。 

事業名 事業数 対象 

指導者育成プログラム(随時)  1 事業 指導者･ボランティア等 

 

（３）スポーツ顕彰事業 

草加市の体育・スポーツ振興に貢献した者及び各種大会で優秀な成績を収めた者を表彰し、

その功績及び栄誉をたたえることを目的とする事業 

①スポーツ賞 

   スポーツ功労賞、スポーツ栄光賞、スポーツ優秀選手賞の授与 

事業名 事業数 対象 

スポーツ賞表彰式  1 事業 選考による該当者 

https://www.soka-sport.org/index.html
https://www.facebook.com/soka.taikyo
https://www.facebook.com/soka.taikyo
https://www.instagram.com/soka_taikyo/?hl=ja
https://www.youtube.com/channel/UCOPnr0mWJ6T67bc3MwEcclw/feed?view_as=public


   

 

（４）スポーツ普及事業 

方針１「スポーツ・運動による市民の健康づくりの推進」、方針５「既存団体の好循環化・

新規加盟団体の育成」に基づき、スポーツ・レクリエーションの普及や種目への興味・関心

を高めることを目的とする事業 

①武道普及事業 

  柔道、剣道、空手道、少林寺拳法、弓道等の当協会の武道系加盟団体による模範試合や 

ルール・技解説及び武道体験ができるイベントを通して、各種武道の普及を図ります。 

事業名 事業数 対象 

武道まつり 1 事業 幼児以上 150 人 

 

３．スポーツ団体育成事業（定款 第４条第３号） 

（１）加盟団体育成事業 

方針５「既存団体の好循環化・新規加盟団体の育成」に基づき、当協会の加盟団体がスポ

ーツ種目の普及や技術向上のために市民を対象として実施する各種事業に対し、事業費助成

等により支援することを目的とする事業 

①加盟団体育成事業 

事業名 事業数 団体名 

バウンドテニス講習会＆親睦試合  1 事業 バウンドテニス協会 

少林寺拳法連盟指導者講習会  1 事業 少林寺拳法連盟 

商工会議所会頭杯バレーボール大会  1 事業 バレーボール協会 

ジュニア交流空手道選手権大会  1 事業 空手道連盟 

トランポリン･シンクロチャレンジカップ  1 事業 トランポリン協会 

弓道連盟会長杯弓道大会  1 事業 弓道連盟 

ジュニアテニスゲームレッスン  1 事業 テニス協会 

グラウンド･ゴルフ新規指導者講習会  1 事業 グラウンド･ゴルフ協会 

相撲指導者研修会  1 事業 青少年相撲振興会 

草加市スポーツウエルネス吹矢大会  1 事業 スポーツウエルネス吹矢協会 

卓球技術講習会  1 事業 卓球連盟 

青少年育成柔道研究会  1 事業 柔道連盟 

シンボルロード駅伝大会  1 事業 スポーツ少年団 

野球審判技術講習会  1 事業 野球連盟 

剣道下期級審査会  1 事業 剣道連盟 

ソフトテニス中学生講習会  1 事業 ソフトテニス連盟 

初心者バドミントン講習会  1 事業 バドミントン協会 

みんななかま卓球バレー大会  1 事業 草加光陽育成会 

ＪＦＡ新規４級審判講習会  1 事業 サッカー協会 

日帰りスキー教室  1 事業 スキー連盟 

東部中学校女子ソフトボール研修大会  1 事業 ソフトボール協会 

②スポーツ少年団の育成 

スポーツ少年団本部が実施している種目別交流大会等の事業を支援し、ジュニア世代のス

ポーツ振興や競技力向上を図ります。 

 



   

 

事業名 事業数 対象 

種目別交流大会等の支援 8 事業 小学生 1,500 人 

③指導者資格等取得助成事業 

埼玉県や全国を統括するスポーツ・レクリエーション団体が認定する指導者資格・審判資

格等の取得を目指す加盟団体の会員・指導者に対し助成することで、スポーツ・レクリエー

ション普及と競技力向上並びに指導者・審判等の資質と技能の向上を図ります。 

事業名 事業数 対象 

スポーツ指導者資格等取得助成 1 事業 加盟団体員・指導者  

 

（２）ジュニア育成事業 

方針４「東京オリパラ開催を契機とした子どものスポーツ・障がい者スポーツの推進」、

方針５「既存団体の好循環化・新規加盟団体の育成」に基づき、加盟団体等のスポーツ団

体がジュニア世代を対象に実施する事業に対し、事業費補助や施設確保等の支援を目的とす

る事業 

①ジュニア育成事業、イベントの開催 

事業名 事業数 団体名 

相撲埼玉県大会出場選手育成会  1 事業 青少年相撲振興会 

中学生軟式野球強化練習会  1 事業 野球連盟 

サッカー強化トレーニング(年間)  1 事業 サッカー協会 

②施設確保等の支援 

事業名 事業数 団体名 

ジュニアテニス活動の支援(年間)  1 事業 テニス協会 

ジュニア剣道強化稽古会の支援(年間)  1 事業 剣道連盟 

ジュニアチアダンス活動の支援(年間)  1 事業 体操連盟 

トランポリン強化活動の支援(年間)  1 事業 トランポリン協会 

小学生相撲強化練習会  1 事業 青少年相撲振興会 

 

４．草加市から受託するスポーツ事業（定款 第４条第４号） 

（１）スポーツ推進受託事業 

行政施策として市民へのスポーツ・レクリエーション推進を目的とする各種事業について

スポーツ振興課より受託 

①スポーツの日記念事業 

  スポーツ基本法に基づく「スポーツの日」の記念行事として、市民を対象に広くスポーツ

やレクリエーションについての関心と理解を深め、積極的に運動やスポーツを行う意欲を高

揚させるため、市民の誰もが参加できるイベントを開催します。 

感染症予防対策として、各イベントともに新しい生活様式を遵守できる参加定員を設け、

参加者を限定して事業を実施します。 

事業名 事業数 対象 

草加スポーツフェスティバル 1 事業 市民等 1,000 人 

②市民体育祭種目別大会 

  加盟団体の各種目別競技会やイベント等について、広く市民が参加できるように開催要項

に基づき公募し、加盟団体と共催で開催します。 



   

 

事業名 事業数 団体名 

草加市テニス選手権大会  1 事業 テニス協会 

草加市スポーツウエルネス吹矢大会  1 事業 スポーツウエルネス吹矢協会 

体力祭  1 事業 スポーツ少年団 

パリポリレクリエーションの集い  1 事業 草加光陽育成会 

市長旗争奪市民軟式野球大会  1 事業 野球連盟 

草加市トランポリン大会  1 事業 トランポリン協会 

市民体育祭バドミントン大会  1 事業 バドミントン協会 

市長杯争奪ソフトボール大会  1 事業 ソフトボール協会 

市民体育祭サッカー大会  1 事業 サッカー協会 

夏休み草加っ子相撲  1 事業 青少年相撲振興会 

市民体育祭卓球大会  1 事業 卓球連盟 

草加市剣道大会  1 事業 剣道連盟 

草加市ソフトバレーボール交流大会  1 事業 レクリエーション協会 

草加市陸上競技選手権大会  1 事業 陸上競技協会 

草加市ソフトテニス選手権大会  1 事業 ソフトテニス連盟 

草加市民グラウンド･ゴルフ大会  1 事業 グラウンド･ゴルフ協会 

草加市民柔道大会  1 事業 柔道連盟 

市民ゴルフ大会  1 事業 ゴルフ協会 

ダンスフェスティバル  1 事業 ダンススポーツ連盟 

草加市少林寺拳法大会  1 事業 少林寺拳法連盟 

ダンス＆新体操フェスティバル  1 事業 体操連盟 

草加市空手道選手権大会  1 事業 空手道連盟 

草加市アスレチック競技大会  1 事業 アスレチック協会 

草加ふささら弓道大会  1 事業 弓道連盟 

草加市バウンドテニス大会  1 事業 バウンドテニス協会 

市長･議長杯バレーボール大会  1 事業 バレーボール協会 

市民体育祭バスケットボール大会  1 事業 バスケットボール協会 

市民スキー競技大会  1 事業 スキー連盟 

③少年少女スポーツ大会 

  ジュニアを対象とした種目別大会を開催します。 

事業名 事業数 対象 

ジュニア新体操競技大会 1 事業 幼児～高校生 500 人 

少年少女サッカー大会  1 事業 小学生 1,240 人 

④学校開放校区種目別大会 

市内小中学校の開放利用団体を対象とした種目別大会を開催します。 

事業名 事業数 対象 

学校開放校区種目別大会 3 事業 学校開放校区登録者  

 

（２）健康づくり受託事業 

行政施策として市民を対象とした健康づくりの推進を目的とする事業について、スポーツ

振興課より受託 



   

 

①ウォーキング大会 

事業名 事業数 対象 

健康づくりウォーキング大会 2 事業 小学生以上 200 人 

②健康づくり事業 

事業名 事業数 対象 

ボッチャ交流大会 1 事業 小学生以上 150 人 

 

５．草加市立体育施設等の管理運営事業（定款 第４条第５号） 

（１）指定管理者受託事業 

スポーツを推進する上での基盤となる市内体育施設における指定管理者として、公平かつ

効率的な管理運営をしながら、公益的なスポーツ事業を継続して実施することを目的とした

事業の受託 

区分 施設名 所在地 

一般体育施設 

スポーツ健康都市記念体育館 草加市瀬崎六丁目 31 番 1 号 

市民体育館 草加市松江一丁目 1 番 8 号 

総合運動場 草加市青柳七丁目 70 番 10 号 

吉町テニスコート 草加市吉町四丁目 889 番地 

公園体育施設 

そうか公園 
（多目的運動広場・テニスコート・キャンプ場） 

草加市柿木町 272 番地 1 

工業団地公園野球場 草加市稲荷五丁目 14 番 24 号 

草加市の指定管理者として、令和４年度から５年間にわたり第６期となる指定管理協定を

更新します。市内体育施設を一元的に管理運営しながら市民の健康増進を図りスポーツを普

及するため、市民・行政と協働してスポーツ事業を推進します。特に、草加市の条例や規則

に基づき次の業務を中心に実施しながら、利用団体や利用者の要望を受け止め積極的に管理

運営形態を改善していきます。 

    ＊利用申込み受付及び許可、施設利用や事業案内に関すること 

    ＊施設及び設備の提供や維持管理業務に関すること 

    ＊防火・防犯・防災等の危機管理及び安全管理に関すること 

    ＊体育・スポーツの指導及び普及に関すること 

    ＊その他体育施設の設置目的を達成するために必要な業務に関すること 

    

（２）開放施設管理受託事業 

市民に開放しているスポーツ施設やグラウンドについて、管理運営をしながらスポーツ事

業を実施することを目的とした施設管理事業の受託 

施設名 所在地 

草加中学校体育館 草加市氷川町 2179 番地 4 

瀬崎グラウンド 草加市瀬崎六丁目 32 番 

金明専用グラウンド･ゴルフ場 草加市金明町 1311 番地 3 

草加中学校体育館の競技場・柔道場・剣道場・会議室及び付帯設備、瀬崎グラウンド、金

明専用グラウンド･ゴルフ場について、市民に開放するための管理運営全般を受託しながら、

施設を有効活用した事業を実施する等、効率的な利用を促します。 



   

 

    ＊利用申込み受付及び許可に関する業務、受付簿の管理に関すること 

    ＊施設の安全確保、施設設備の点検及び管理、日常清掃等に関すること 

    ＊市民等からの問合せ対応、利用者に対する案内に関すること 

    ＊設置目的に沿った個人開放やスポーツ事業の実施に関すること 

 

６．その他の事業（定款 第４条第６号） 

（１）施設利用者の利便性を向上させる事業 【収益事業】 

   指定管理施設における利用者の利便性を向上させる事業として、自動販売機の設置や施設

利用に必要なスポーツ消耗品の販売、コピーサービス等を実施しサービスの向上に努めます。

また、収益については公益目的事業に充当します。 

①自動販売機の設置（指定管理６施設） 

②スポーツ用品の販売（記念体育館、そうか公園） 

③コピー印刷サービス（記念体育館、市民体育館、そうか公園） 

④飲食サービス（そうか公園内レストラン） 

 

（２）公益法人の運営 

①理事会、評議員会の開催 

会議名 期日 内 容 

理事会 

4 月下旬 令和 3 年度事業報告･収支決算について 

10 月下旬 令和 4 年度事業中間報告について 

1 月下旬 令和 5 年度事業計画･収支予算について 

評議員会 
5 月中旬 令和 3 年度事業報告･収支決算について 

2 月上旬 令和 5 年度事業計画･収支予算について 

②専門委員会の開催 

会議名 内 容 

総務委員会 
事業計画の策定、職員の雇用条件、加盟団体の連絡調整、 
予算･決算の策定、基本財産の運用、賛助会員の募集 等 

普及委員会 
指導者の資質向上、スポーツ教室の開催、健康･体力づくり推進、 
広報紙の発行、スポーツ協会や加盟団体のＰＲ、事業の参加者募集 等 

競技委員会 大会等の事業開催、競技力の向上、スポーツ賞表彰 等 

③加盟団体協議会の開催 

会議名 期日 内 容 

加盟団体協議会 
4 月下旬 令和 3 年度事業報告･収支決算について 

1 月下旬 令和 5 年度事業計画･収支予算について 

④賛助会員の募集 

当協会の趣旨に賛同する賛助会員を広く公募し、賛助会費をスポーツ・レクリエーション

事業や普及活動に役立てます。 

⑤新春スポーツを語る会の開催 

   当協会役員・加盟団体・指導者・賛助会員・関係団体等の親睦を図るとともに、草加市の

スポーツ振興を考える会を開催します。 


