
 

 

 

令和３年度 公益財団法人福岡市スポーツ協会事業報告 

（令和３年４月～令和４年３月） 

 

事業報告 

スポーツ推進プランの４つの重点項目である、「① 地域スポーツの振興と市民の健康づく

り」、「② スポーツ人口の拡大と競技力の向上」、「③ スポーツを通した子どもの健全育成」、

「④ 公益財団法人としての組織づくり」ごとに施策・事業の具体的な方向性を定めた「スポーツ

推進プラン実施計画中間見直し(後期：平成 29年度～令和３年度)」を効果的・効率的に推進し

た。 

 

１ 重点項目事業（ 決算額 106,125,000円 ） 

【重点項目１】地域スポーツの振興と市民の健康づくり 

(1)  総合型地域スポーツクラブの創設支援 

① スポーツ体験塾【普及委員会】 

・内  容  体力測定会、遊びの広場、 

各種スポーツ教室、スポーツクリニック 

     ・期  間  令和３年４月 24日から 

（ 回    数 ）令和４年２月５日まで（全４回） 

     ・会  場  福岡市民体育館、総合西市民プール、 

ブラボークライミング福岡西 

・参加者数  242 人 

※ 新型コロナウイルスワクチン接種会場となったため、タグラグビー、バトン、ダンス、

なぎなた、スポーツチャンバラは中止。 

 

(2) 地域スポーツ普及事業 【普及委員会】 

地域等で開催されるスポーツ・健康づくり教室や企業の健康への取組み支援等へ本協会の

スポーツトレーナーを派遣し、身近な地域で、誰もがスポーツを気軽に楽しむ機会の拡充を

図った。 

      ① 出前スポーツ塾 

         ～ 年齢・体力に応じた、多様なプログラムの提案・指導 ～ 

    ・派遣回数   21回 

    ・指導人数  563 人 

一般・高齢者  275人 

こども      64人 

      指導者     224人 

  

 

(3) 地域スポーツサポート事業【スポーツリーダー・バンク運営委員会】 

   ① 派遣・紹介 

・指導者派遣数 ２件（延べ 12回） 

    ・指導者紹介数 ２件 

② 指導人材の確保と資質の向上 

【出前スポーツ塾：公民館】 

【ボルダリング教室】 



 

 

(ｱ)  生涯スポーツ講座 

・内   容     スポーツと礼儀、スポーツと栄養、 

ジュニア期のスポーツ、 

スポーツ指導の理論と演習など 

          ・期    間     令和４年１月８日から 

 (回    数)    令和４年１月 23日まで（全 15回） 

・参加者数     延べ 233人 

(ｲ) フォローアップ講座 

・期  日   第１回  令和３年７月 24日（土） 

       第２回  令和３年 11月 27日（土） 

・会  場    中央体育館 武道室 

※会場が新型コロナウイルスワクチン接種会場で使用できなかったため中止 

(ｳ) 派遣体験会 

 ・期  日  令和３年９月 18日（土） 

 ・会  場  ももち体育館 競技場 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

【重点項目２】スポーツ人口の拡大と競技力の向上（スポーツ人口の拡大） 

(1) 市民総合スポーツ大会【普及委員会】 

  ① スポーツ競技大会等 

     加盟 40団体が開催する、広く市民が参加できるスポーツ競技大会、少年スポーツ大会等

の助成を行った。 

     ・開催数   23競技・46種目    ・参加者総数  21,358 人  

② 市民スポーツフェスタ 

   体育の日にはスポーツの祭典として、多くの市民がスポーツの楽しみや喜びを体験し、

スポーツを通した交流を図るため、市民総合スポーツ大会総合開会式と一体的に開催する

市民スポーツフェスタは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

  

(2) スポーツ観戦教室事業【普及委員会】 

① ラグビー観戦教室 

  ・期  日  令和４年１月３０日(日)       

  ・会  場  ベスト電器スタジアム 

・参加者数  20人 

② バレーボール観戦教室 

  ・期  日  令和４年３月５日(土)       

  ・会  場  福岡市総合体育館 

・参加者数  33人 

 

(3) 女性スポーツ団体活性化支援事業【普及委員会】 

① 女性スポーツ活動団体連絡協議会等の開催 

・構 成  女性スポーツ団体（３団体）、福岡市スポーツ推進委員協議会女性委員 

（開催回数 ４回/年） 

 

② 女性スポーツ団体活動助成 

【生涯スポーツ講座】 

【バレーボール観戦教室】 



 

 

・１団体３事業の実施 

③ スポーツフェスタ 

      ・期  日  令和４年２月 19日（土） 

      ・会  場  福岡市立西体育館 競技場 

      ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

(4) 加盟団体スポーツ教室支援事業【普及委員会】 

    加盟団体が開催する各種スポーツ教室の支援を行い、スポーツ人口の拡大を図った。 

    ・助成種目(団体)   7種目(団体) 

     山岳、ボート、なぎなた、セーリング、武術太極拳、カヌー、サイクリング 

 

【重点項目２】スポーツ人口の拡大と競技力の向上（競技力の向上） 

(1) 加盟競技団体強化支援事業【強化委員会】 

    加盟団体の組織強化及び競技力向上に向けた選手強化、指導力向上等の支援を行い、競技

スポーツの普及振興を図った。 

① 競技力・指導力向上支援 

     (ｱ) 加盟団体強化事業助成  

・助成団体  27団体 

    (ｲ) 県民スポーツ大会予選会等実施助成 

     ・助成団体  6団体 

   ② ジュニア競技力向上支援（少年スポーツ大会事業） 

      ジュニア層の競技力向上を図るため、少年スポーツ大会及び強化練習会開催を助成し

た。 

・助成種目(団体)  ８種目(団体) 

       ボート、ソフトテニス，軟式野球、バレーボール、バドミントン、セーリング、体

操、レディースバドミントン 

   ③ 指導者の育成支援（指導者の研修事業）【スポーツリーダー・バンク運営委員会】 

      指導者の育成及びスポーツリーダー・バンク登録者のフォローアップを図るため、指導

者研修会開催および派遣を助成した。 

・助成種目(団体)  ２種目(団体) 

        なぎなた、バレーボール 

④ 福岡市スポーツ協会 60周年記念大会補助金 

スポーツ協会 60周年事業の一環として、記念大会（冠大会）を主催または共催する団体

に対し、開催経費の一部を助成した。 

・記念大会  ４団体 

    ・既存大会  12団体 

⑤ 大規模国際スポーツ大会開催に向けた競技力向上支援 

「世界水泳選手権大会」や大規模国際スポーツ大会の開催を契機とした、トップレベルの

指導者による講習会や技術指導研修会の実施等、加盟団体の選手強化等の支援を実施した。 

        ・種  目  水泳 （講師：寺川 綾 氏） 

     ・期  日   令和３年 10月 24日（日） 

     ・会  場   総合西市民プール 

     ・参加者数  33人（福岡市水泳協会強化指定選手） 



 

 

(2) 国際スポーツ交流支援事業【強化委員会】 

  ① 福岡市・釜山廣域市中・高校生スポーツ交流大会支援(派遣) 

  ジュニア層の競技力向上及び国際親睦を目的とした釜山廣域市との中・高校生のスポー 

ツ交流大会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

   ② 加盟団体国際スポーツ交流事業助成 

     加盟団体が競技力向上及び国際親睦を目的として実施する国際スポーツ交流事業は、新

型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。 

 

【重点項目３】スポーツを通した子どもの健全育成 

(1) 福岡市スポーツ少年団事業【福岡市スポーツ少年団】 

① 本部事業 

(ｱ) スポーツ交流事業「スポーツ交流大会」 

・期    日   令和３年６月 12日 

       ・会    場   雁ノ巣レクリエーションセンター  

多目的グラウンド A 

       ・対    象   福岡市スポーツ少年団登録団員 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(ｲ) 育成母集団研修～ＡＥＤ実践講習会～ 

・期    日   令和３年 11月 14日 

・会    場   西市民センター 

・対    象   スポーツ少年団登録団員、指導者、 

保護者など 

     ・参加者数   40人                  

② 競技別少年団サポート事業 

(ｱ) 少年スポーツ交流大会 

・開催種目   ４種目 

 軟式野球、バレーボール、剣道、アイスホッケー 

(ｲ) 少年スポーツサポート事業 

      ・期    日   令和４年１月 29日 

      ・会    場   雁ノ巣レクリエーションセンター  

多目的グラウンドＡ  

     ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

③ 単位団少年サポート事業 

単位団が全国大会等への参加する経費の一部を助成した。 

     ・助成団体   如水館スポーツ少年団 

     ・日  程   令和４年１月５日 小学生の部 

             令和４年１月６日 中学生の部 

     ・会  場   大阪府 舞洲アリーナ 

・結  果   小学生の部 優勝 

     ・助 成 額   10,000円 

 

(2)  ジュニアスポーツ普及事業【普及委員会】 

① 出前スポーツ塾(再掲) 

地域等で開催される子どもの発達段階に応じた多様なスポーツ教室へ本協会のスポーツ

 【育成母集団研修】 

 



 

 

トレーナーを派遣し、子どもたちがスポーツに親しみ、楽しさや喜びを体感できる機会の

拡充を図った。 

・派遣回数  5回 

・指導人数  64人 

② オンライン事業 

 コロナ禍でも安心して参加できる自宅でもできる子ども向けトレーニング動画を作成

し、スポーツ協会公式 YouTubeチャンネルに公開した。 

・投稿回数  62回 

・登録者数  48人 

③ はじめのいっぽプロジェクト 

(ｱ) 運動能力向上 NOVASPOスクール 

小学生を対象に様々なスポーツを通して楽しみながら運動能力を伸ばすスクール開

催については、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、応募者が少なかったため中止

した。 

 

(3) スタージャンプ福岡（ジュニア育成事業）【普及委員会】 

     ① スタージャンプ福岡 2021 1st 

・期  日   令和 3年 6月 19日 

・会  場    福岡市民体育館 第一競技場        

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

② スタージャンプ福岡 2021  ２nd 

・期  日   令和 3年 10月 10日  

・会  場   平和台陸上競技場 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

    ③ メッセージ動画作成 

コロナ禍でイベントが開催できなかったため、各チームから子どもたちへ向けたメッセ

ージ動画を作成し、スポーツ協会公式 YouTubeチャンネルで公開した。 

     ・公開日   令和４年１月 26日 

     ・視聴回数  403回 

 

 (4) ジュニア層指導者養成事業【強化委員会】 

    ジュニア層の競技力向上のため、指導者へ具体的な指導方法等の講習会(コーチング 

クリニック)を開催した。 

・期日 令和３年 10月 14日 ～ 令和４年３月 17日（全８回） 

・会場 福岡市総合体育館多目的室 A、あいれふ講堂 

・参加者    延べ 132人 （動画受講者 延べ 44人） 

 

【重点項目４】公益財団法人としての組織づくり 

(1) 財政基盤の強化【財務強化委員会】  

指定管理施設での自主企画のスポーツ教室の拡充をはじめ、企業等からの広告料や協賛

金、賛助会費のほか、スポーツ振興くじ助成金の活用など、自主財源の確保に努めた。 

 

(2) 組織の活性化・効率化【企画調整委員会】 

  ① 組織強化・職員の意識改革 

協会を取り巻く環境の変化などを受け、組織の活性化及び効率化を図るため、組織体制 

の見直しや、職員の意識改革並びに資質向上に向けた取り組みを行った。 

・総合西市民プールの再開館に伴い、事務局職員数を５名増 

・各種事業をより効果的・効率的に推進していくため、処遇の改善（給与月額の見直  



 

 

し）を行いました 

・職員のスキルアップのための研修の実施など 

 

(3) 広報事業【広報委員会】 

① 広報ツールの活用 

(ｱ) 広報誌の発行 

加盟団体の活動や福岡市のスポーツに関する情報等 

を広く市民に提供するため、広報誌を発行した。 

・広報誌名： 「おっしょい福スポ」 

・発行回数： 年３回（５月、９月、１月）         

・発行部数： 30,000部（年間） 

・配 布 先： 加盟団体、公共施設（地区体育施設を 

含む）、賛助会員 など 

(ｲ) 情報紙の発行 

指定管理施設やスポーツ協会が行うイベントやスポーツ教室の 

募集情報を集約し、広く市民に提供するため情報紙を発行した。 

・情報紙名： 「おっしょい福スポ かわら版」 

・発行回数： 年 3回（8月、特別号、3月） 

・発行部数： 60,000部（8月、3月）90,000部（特別号） 

・配 布 先： 市内小学１～4年生、 

地区体育館及び区役所等公共施設 

 

② 加盟団体等と連携した情報収集・発信 

加盟団体が主催する各種大会の開催案内や開催結果等の各種情報を協会ホームページに

リンクするなど、加盟団体の活動内容について、積極的な情報収集及び発信に努めた。 

③  ホームページシステム変更 

スポーツ教室やイベント参加者の申込内容をデータベース化して一元管理し、参加者の

抽選、当選通知や事業終了後のアンケート等をメールで配信できるようシステム変更を

行った。 

 

(4) 加盟団体等との連携強化・交流事業【企画調整委員会】 

① 加盟団体連絡協議会の開催 

・開 催 日：令和３年４月９日（金） 

   ・参加者数：28人 

  

(5) 表彰事業【表彰委員会】 

・名  称： 令和３年度公益財団法人福岡市スポーツ協会表彰式 

・開 催 日： 令和４年３月 12日（土） 

・会  場： 福岡市立中央市民センター 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、表彰式典は中止 

・被表彰者内訳： 

①本市スポーツの普及振興に寄与し、その功績が顕著な団体及び個人 

【２団体、個人 10人】 

       ②スポーツにおいて、特に優秀な成績をあげた団体及び個人 【11 団体、個人 56人】 

【広報誌】 

【情報紙】 



 

 

       ③本市を代表し、優秀な成績をあげた団体及び個人 【該当なし】 

    ④本協会に顕著な功績のあった団体  【３団体】 

 

(6) 60周年記念事業（企画調整委員会）  

    福岡市スポーツ協会は、昭和 37年 1月に発足し、令和３年度で創立 60周年を迎えること

となる、加盟団体はもとより広く市民に周知する契機とするため、60周年記念事業を実施し

た。 

  ① 記念行事（記念式典・祝賀会等）  

    ・開催予定日 令和３年 11月 21日（日） 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

② 福岡市スポーツ協会 60周年記念大会の推進（再掲） 

スポーツ協会 60周年事業の一環として、記念大会（冠大会）を主催または共催する団体

に対し、開催経費を一部助成した。 

・記念大会  ４団体 

    ・既存大会  12団体 

  ③ 「福岡市スポーツ協会 60年史」の発行 

        福岡市スポーツ協会 60年史を作成し、関係団体等へ配布した。 

    ・発行部数  800部    

 

 

２  指定管理事業（ 決算額 443,810,365円 ） 
■ 指定管理者として管理する施設（３施設） 

・福岡市民体育館（改修工事に伴い、令和３年９月１日から令和４年４月３０日まで休館） 

・中央体育館 

・総合西市民プール 

   

(1) 利用状況 

施 設 名 利用人数 

福岡市民体育館       23,738人 

中央体育館       31,104人 

総合西市民プール 66,323人 

計 121,165人 

  

・利用状況の推移 

区  分 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

施設数 ３施設 ２施設 ３施設 

利用者数 121,165人 187,767人 753,855人 

（うちトレーニング室） （14,841人） (15,289人) （158,279人） 

 

 

(2) スポーツ教室事業  

市民一人ひとりが、日常生活の中にスポーツを取り入れるきっかけづくりとして、 

各種スポーツ教室等を実施した。 

 

① スポーツ教室 



 

 

施 設 名 教室数    延回数 延参加人数      

福岡市民体育館       2教室 15回 175人 

中央体育館       7教室 39回 434人 

総合西市民プール 1教室 3回 59人 

合 計 10教室 57回 668人 

 

・スポーツ教室 受講者の推移 

区 分 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

施 設 数 ３施設 ２施設 ３施設 

教 室 数 10教室 33教室 152教室 

延 回 数 57回 382回 1,408回 

延参加人数 668人 3,968人 20,280人 

 

 

② フォローアップ教室 

        各体育館・プールにおいて、個人の体力に応じた運動を自主的、継続的に行えるような、 

フォローアップ教室、ワンポイントレッスン等は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止した。           

    

・フォローアップ教室等 受講者の推移 

区 分 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

施 設 数 ３施設 ２施設 ３施設 

延 回 数 中止 中止  359回 

延参加人数 中止 中止 5,616人 

 

③ ショートレッスン 

        各体育館のトレーニング室において、個人の体力に応じた運動を自主的、継続的に行える 

ショートレッスンは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。        

 

・ショートレッスン 受講者の推移 

区 分 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

施 設 数 ２施設 ２施設 ２施設 

延 回 数 中止 中止  184回 

延参加人数 中止 中止 1,822人 

 

④ 無料開放事業（こどもの日・スポーツの日 施設無料開放） 

        こどもの日に、小・中学生を対象に、また、スポーツの日に、施設利用者全員を対象に、

施設無料開放事業を実施していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

・利用者数の推移 

 区 分 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度 

施 設 数 ３施設 ２施設 ３施設 ３施設 

こどもの日 中止 中止   611人  836人 

スポーツの日 中止 中止  1,935人 2,282人 

合  計    2,546人 3,118人 

 

 

(3) 公共スポーツ施設利用等に関する業務 



 

 

コミネット（予約システム）に登録された公共スポーツ施設の案内・予約・抽選・利用者登

録等の各種受付、施設所管課等との連絡調整及び使用料徴収に関する各種業務を実施した。 

    ① 対象施設 

   ・市営野球場等スポーツ施設   31施設 

      ・市立体育館                   ８施設 

 
② 各施設におけるコミネット利用者登録受付数 

施 設 名 新規 廃止 更新 再発行 変更 合計 

福岡市民体育館        23件 0件  0件  1件  8件 32件 

中央体育館        67件 0件  62件  1件  75件 205件 

合計（２施設） 90件 0件 62件  2件 83件 237件 

 

 
３ 収益事業 （ 決算額  3,344,932 円 ） 

(1)  自動販売機の設置 
    本協会が管理運営する３施設において、施設利用者の利便を図るため、自動販売機を設置

した。 

 

施設名 設置台数 収入 

福岡市民体育館  10台 
飲 料 9台 

583千円  
そ の 他 1台 

中 央 体 育 館  10台 
飲 料 9台 

1,733千円  
そ の 他 1台 

総合西市民プール  12台 
飲 料 9台 

1,284千円  
そ の 他 3台 

合計 32台 3,600千円 

 

４ 実行委員会事業（主催・共催事業） 

(1) 主催事業 

① 第 35回 市民総合スポーツ大会【普及委員会】 

     市民のスポーツへの関心と参加意欲の高揚を図るため、市民スポーツの祭典として、 加

盟団体と連携し「市民総合スポーツ大会」を開催した。また、スポーツの祭典として、多

くの市民がスポーツの楽しみや喜びを体験し、スポーツを通した交流を図る「市民スポー

ツフェスタ」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

    (ｱ) 開催内容（令和３年４月～令和４年３月） 

・主  催   福岡市、 福岡市教育委員会、 (公財)福岡市スポーツ協会 

NPO法人福岡市レクリエーション協会、 福岡市スポーツ推進委員協議会、 

福岡市障がい者スポーツ協会、各区体育振興会 

・主  管   市民総合スポーツ大会実行委員会 

・競技種目数  55 種目／参加者総数：28,449人 

夏季大会   7種目／ 3,716人 

秋季大会  24種目／14,422人 

冬季大会  24種目／10,311人 

・競技団体スポーツ教室    5教室／160人 

(ｲ) 市民スポーツフェスタ 2021 

・期  日   令和３年 10月 10日 

・会  場   平和台陸上競技場・鴻臚館広場  



 

 

     ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

② 福岡市・釜山廣域市中・高校生スポーツ交流大会【強化委員会】 

     国際的な視野と資質を持った青少年の健全育成を図り、将来の両国を担いうる人材の育成

に資するため、両市トップレベルの中・高校生によるスポーツ交流大会の開催を予定してい

たが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

 

③ 第 64回福岡県民スポーツ大会 福岡市選手団派遣【強化委員会】 

福岡県民スポーツ大会郡市対抗競技大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中

止となった。 

 

(ｱ) 夏季大会（水泳）  

・期  日  令和３年８月 22日 

・会  場  グローバルマーケットアクアパーク桃園 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(ｲ) 秋季大会（13種目） 

・期  日  令和３年９月 25日、26日 

・会  場   田川市総合体育館 他 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

(ｳ) 冬季大会（駅伝） 

・期  日   令和３年 11月 21日 

     ・会  場   筑後広域公園（9区間 30.1㎞） 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

(2) 共催事業 

① ウインタースポーツフェスタ 2021 

    ・主  催  ウインタースポーツフェスタ実行委員会 

    ・共  催  福岡市、福岡市スケート連盟、西部ガス興商(株)、 

西日本新聞社、(公財)福岡市スポーツ協会 

・期  日  令和３年 12月 

    ・会  場  パピオアイスアリーナ  

      ※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

② 2022 ＦＵＫＵＯＫＡ ⅰｎｄｏｏｒ ３×３ 

    ・主  催  福岡市バスケットボール協会、(公財)福岡市スポーツ協会 

    ・共  催  福岡市 

    ・主  管  FUKUOKA indoor ３×３実行委員会  

・期  日  令和４年３月 12日、13日 

    ・会  場  福岡市総合体育館 サブアリーナ 

    ・応募者数  371人（100チーム） 

 
 
 
 
 
５ 理事会、評議員会、各専門委員会等の開催状況 

(1) 理事会 



 

 

① 令和３年度 第１回理事会（決議の省略） 

・期  日  令和３年４月１日 

・提案事項    副会長の選定について 

常務理事の選定について 

企画調整委員会委員の選出について 

② 令和３年度 第２回理事会（決議の省略） 

・期  日  令和３年５月 31日 

・提案事項  令和２年度公益財団法人福岡市スポーツ協会事業報告について 

令和２年度公益財団法人福岡市スポーツ協会収支決算について 

事務局長の選任について 

企画調整委員会委員の選出について 

基本財産の登録について 

評議員会の招集について 

③ 令和３年度 第３回理事会（決議の省略） 

・期  日  令和３年６月 22日 

・提案事項  (公財)福岡市スポーツ協会会長、副会長並びに専務理事、常務理事及び業

務執行理事の選定について 

(公財)福岡市スポーツ協会専門委員会委員長及び専門委員会委員の選出に

ついて 

    ・報告事項  令和３年度福岡市スポーツ協会第１回理事会（決議の省略）について 

令和３年度福岡市スポーツ協会第２回理事会（決議の省略）について 

④ 令和３年度 第４回理事会（決議の省略） 

・期  日  令和３年７月１日 

・提案事項  財務強化委員会委員長の選出について 

主たる事務所の所在地について 

・報告事項  令和３年度福岡市スポーツ協会第３回理事会（決議の省略）について 

⑤ 令和３年度 第５回理事会（決議の省略） 

・期  日  令和３年８月 17日 

・提案事項  参与の推薦について 

・報告事項  令和３年度福岡市スポーツ協会第４回理事会（決議の省略）について 

⑥ 令和３年度 第６回理事会（決議の省略） 

・期  日  令和４年３月 25日 

・提案事項  令和４年度事業計画（案）について 

令和４年度収支予算（案）について 

規程の制定（案）について 

規程の一部改正（案）について 

評議員会の招集について 

    ・報告事項  令和３年度(公財)福岡市スポーツ協会表彰について 

賛助会費の納入状況について 

 

(2) 評議員会 

① 令和３年度 第１回評議員会（決議の省略） 

・期  日  令和３年４月１日 

・提案事項  評議員の選任について 

理事の選任について 

監事の選任について 

② 令和３年度 第２回評議員会（決議の省略） 

・期  日  令和３年６月 14日 

・提案事項  令和２年度公益財団法人福岡市スポーツ協会収支決算 

(公財)福岡市スポーツ協会役員の改選案について 



 

 

定款の変更について 

    ・報告事項  令和２年度(公財)福岡市スポーツ協会事業報告 

令和２年度(公財)福岡市スポーツ協会事業計画 

令和３年度(公財)福岡市スポーツ協会収支予算 

令和３年度福岡市スポーツ協会第１回評議員会（決議の省略）について 

③ 令和３年度 第３回評議員会（決議の省略） 

・期  日   令和３年７月１日 

・提案事項    理事の選任について 

 

 

(3) 各専門委員会  

① 財務強化委員会 

各種事業の充実に向け、経営基盤を強化するため、賛助会員の加入特典として、生涯ス

ポーツ講座の受講について、賛助会員を優待するなど、賛助会員（個人、法人）の継続加

入を促進するとともに、加盟団体や地元企業などを対象として、新規会員の開拓を行った。 

 

ア）第１回 財務強化委員会 

・期 日  令和３年９月８日（書面決議） 

       ・議 題   (1)副委員長 委嘱の承認について 

             (2)令和２年度 賛助会費 事業報告の承認について 

(3)令和２年度 賛助会費 収支決算の承認について 

 

     イ）第２回 財務強化委員会 

・期 日  令和４年３月 11日（書面決議） 

・議 題  (1)令和４年度 財務強化委員会 事業方針及び事業計画（案） 

             (2)令和４年度 賛助会費 収支予算（案）   

   ② 企画調整委員会 

各専門委員会の情報収集や連絡調整に努めるとともに、関係機関・団体との連携を深め、

「スポーツ推進プラン実施計画」を踏まえた、各種事業の推進や進行管理に努めた。 

ア）第１回 企画調整委員会 

・期 日  令和３年５月 24日（書面決議） 

・議 題    (1)令和２年度公益財団法人福岡市スポーツ協会事業報告について 

(2)令和２年度公益財団法人福岡市スポーツ協会収支決算について 

(3)事務局長の選任について 

(4)企画調整委員会委員の選出について 

(5)基本財産の登録について 

(6)評議員会の招集 

イ）第２回 企画調整委員会 

・期 日  令和３年９月８日（書面決議） 

・議 題  (1)副委員長の選任について 

(2)スポーツ推進プラン「実施計画」の進捗状況等について 

(3) 60周年記念事業の進捗状況について 

ウ）第３回 企画調整委員会 

・期 日  令和３年 12月 20日 

    ・議 題  (1)令和４年度の事業運営方針（案）について 

         (2)市民総合スポーツ大会の開会式について 

・報 告  (1)賛助会費の納付状況について 

      (2)業務改善運動について 

エ）第４回 企画調整委員会 

・期 日  令和４年３月 11日（書面決議） 



 

 

    ・議 題  (1)令和４年度事業計画（案）について 

         (2)令和４年度収支予算（案）について 

(3)規程の制定（案）及び廃止について 

(4)規程の一部改正（案）について 

(5)評議員会の招集について 

 

③ 普及委員会 

市民スポーツの祭典である「市民総合スポーツ大会」の内容を充実し、実施するととも

に、市民の多様なスポーツ活動におけるニーズに応えるため、加盟団体が持っている専門

性や指導者を活用した各種スポーツ教室等を実施した。また、各種普及事業について、積

極的に情報提供を行い、市民のスポーツへの参加意識の向上とスポーツ人口の拡大に努め

た。 

ア）第１回 普及委員会 

・期 日  令和３年７月９日 

・議 題  (1)副委員長の選任について 

      (2)令和２年度事業報告について 

(3)令和３年度事業計画について 

イ）第２回 普及委員会 

・期 日  令和３年 12月３日 

・議 題  (1)令和３年度主要事業の取り組み状況について  

(2)令和４年度事業方針（案）・事業計画（案）について  

(3)令和４年度加盟団体重点事業補助金の希望調査について 

    ウ）第３回 普及委員会 

・期 日  令和４年３月 15日（書面決議） 

・議 題  (1)令和４年度事業方針（案）について 

       (2)令和４年度事業計画（案）について 

   (3)令和４年度補助金交付団体の選定・内示額について 

     ・報 告  スポーツ体験塾について 

 

④ 強化委員会 

加盟団体の一層の組織強化・競技力向上及び指導力の向上を図るため、特に、ジュニア

層（小・中・高校生）の強化と指導者の資質向上を目指して、各種事業の充実に取り組ん

だ。 

ア）第１回 強化委員会 

・期 日  令和３年７月６日 

・議 題   (1)副委員長の選任について 

(2)令和２年度事業報告について 

(3)令和３年度事業計画について 

(4)ジュニア指導者養成事業（ｺｰﾁﾝｸﾞｸﾘﾆｯｸ）について 

イ）第２回 強化委員会 

・期 日  令和３年 12月２日 

・議 題  (1)ジュニア層指導者研修（ｺｰﾁﾝｸﾞｸﾘﾆｯｸ）について 

       (2)令和３年度主要事業の取り組み状況について 

       (3)令和４年度加盟競技団体重点事業補助金等の希望調査について 

ウ）第３回 強化委員会 

・期 日  令和４年３月８日（書面決議） 

・議 題  (1)令和４年度事業方針(案)について 

(2)令和４年度事業計画(案)について 

(3)令和４年度ジュニア層指導者養成事業（ｺｰﾁﾝｸﾞｸﾘﾆｯｸ）について 

(4)令和４年度補助金交付団体の選定・内示額について 

 



 

 

⑤ 広報委員会 

  スポーツに関する情報等を広く市民等に提供する広報誌「おっしょい福スポ」や情報誌

「おっしょい福スポ かわら版」を発行するとともに、加盟団体等の活動や様々なスポーツ

情報の収集に努め、ホームページを活用し、タイムリーな情報を提供するなど幅広い広報

活動に努めた。 

ア）第１回広報委員会 

・期 日  令和３年６月３０日 

      ・議 題  (1)令和３年度事業計画について 

(2)「おっしょい福スポ」vol.26の発行について 

(3)令和３年度広報事業スケジュール（案） 

(4)その他 

イ）第２回広報委員会 

・期 日  令和３年１０月１３日 

・議 題  (1)「おっしょい福スポ」vol.27の発行について 

(2)スポーツフォトコンテストについて 

(3)その他 

 

ウ）第３回広報委員会 

・期 日  令和４年２月１７日 

・議 題  (1)令和３年度事業報告について 

(2)令和４年度事業方針について 

(3)「おっしょい福スポ」vol.28の発行について      

 (4)その他    

 

⑥ 表彰委員会 

本市スポーツの普及と振興に寄与し、その功績が顕著な団体及び個人、各スポーツ大会

において良好な成績を収めた団体及び個人、並びに本協会に顕著な功績があった団体及び

個人に対し、表彰を行った。 

ア）第１回 表彰委員会 

・期 日  令和３年 12月 20日 

・議 題  (1)令和３年度（公財）福岡県スポーツ協会表彰被表彰候補者の選定につ 

いて 

(2)令和３年度（公財）福岡市スポーツ協会表彰のスケジュール（案）に

ついて 

     イ）第２回 表彰委員会 

・期 日  令和４年２月４日(書面決議) 

・議 題  (1)令和４年度(公財)福岡市スポーツ協会表彰被表彰候補者の選考につい                   

て 

            (2)令和３年度(公財)福岡市スポーツ協会表彰式について  

 

⑦ 福岡市スポーツリーダー・バンク運営委員会 

地域住民からのスポーツ指導者の派遣（紹介）要請に対して、スポーツリーダー・バン

ク登録指導者を派遣（紹介）するとともに、当協会加盟団体・各種スポーツ団体の指導者

についても講師として紹介を行った。 

また、当協会加盟団体指導者の指導力向上とスポーツリーダー・バンクへの新規登録等

を目的として、加盟団体が実施する各種研修事業に対し助成を行った。 

スポーツリーダー・バンク登録指導者の指導力向上を目的としたフォローアップ研修会

及び派遣体験会については新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

 

ア）第１回福岡市スポーツリーダー・バンク運営委員会 

・期 日  令和３年７月５日 



 

 

・議 題   (1)福岡市スポーツリーダー・バンク運営委員会副委員長の選任について 

(2)令和２年度 事業報告について 

       (3)令和３年度 事業計画について 

イ）第２回福岡市スポーツリーダー・バンク運営委員会 

・期 日  令和３年 12月７日 

・議 題  (1)令和４年度 事業方針（案）について 

       (2)令和４年度 事業計画（案）について 

・報 告  (1)令和３年度福岡市スポーツリーダー・バンク派遣・紹介状況について 

(2)令和３年度「派遣体験会」「フォローアップ研修会」の中止について 

(3)福岡市生涯スポーツ講座進捗状況 

ウ）第３回福岡市スポーツリーダー・バンク運営委員会 

・期 日  令和４年３月５日（書面決議） 

      ・議 題  (1)令和４年度 補助金交付団体の選定・内示額について 

(2)令和４年度 スポーツリーダー・バンク運営委員会事業計画（案）につ 

 いて 

(3)福岡市生涯スポーツ講座に開催について 

・報 告   (1)令和３年度 登録状況について 
            (2)令和３年度 派遣・紹介状況について  
            (3)令和３年度 「生涯スポーツ講座」について 

 

⑧ 福岡市スポーツ少年団 

少年スポーツ環境の醸成を推進するため、スポーツ少年団に対する理解と認識を高めると

ともに、本部事業の充実を図るなど、魅力ある事業の展開と拡充に努めた。 

ア）福岡市スポーツ少年団 第１回委員総会 

     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

     イ）福岡市スポーツ少年団 第 1回常任委員会 

     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

ウ）福岡市スポーツ少年団 第２回常任委員会 

・期 日  令和３年 12月９日 

     ・議 題  (1)令和３年度福岡市スポーツ協会表彰被表彰者の推薦について 

(2)令和４年度事業計画（案）について 

(3)福岡市スポーツ少年団事業補助金について 

エ）福岡市スポーツ少年団 第３回常任委員会 

     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

オ）福岡市スポーツ少年団 第２回委員総会 

     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

  

(4) その他 

① スタージャンプ福岡協議会 

福岡に活動拠点を置くプロスポーツチーム等と協力して、様々なボールを使った遊びを

通じて、子どもたちや保護者にスポーツの素晴らしさや、身体を動かすことの楽しさを体

感してもらうスポーツイベントを計画したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

中止した。 

ア）第１回スタージャンプ福岡協議会 

・期 日  令和３年４月 14日 

・議 題  (1)「スタージャンプ福岡 2021 １st」について 

イ）第２回スタージャンプ福岡協議会 

・期 日  令和３年８月３日（Ｚｏｏｍ会議） 

・議 題  (1)「スタージャンプ福岡 2021 ２nd」について 

ウ）第３回スタージャンプ福岡協議会 



 

 

・期 日  令和４年３月 24日（Ｚｏｏｍ会議） 

・議 題  (1)「スタージャンプ福岡 2022」について 

 

② 福岡市女性スポーツ活動団体連絡協議会 

女性スポーツの振興・発展・普及を目的として、女性スポーツ指導者の養成・資質の向 

上を図るための研修等を実施するほか、幅広い市民を対象にスポーツイベントを計画したが

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。 

ア）第１回福岡市女性スポーツ活動団体連絡協議会 

・期 日  令和３年６月７日（書面決議） 

・議 題  (1)令和３年度事業計画について  

      (2)令和３年度自主研修について 

・報 告  (1)令和２年度「福岡市女性スポーツ活動助成事業」実績について       

イ）第２回福岡市女性スポーツ活動団体連絡協議会 

・期 日  令和３年７月８日 

・議 題  (1)令和３年度自主研修会について 

・その他  (1)福岡マラソン 2021中止について 

ウ）第３回福岡市女性スポーツ活動団体連絡協議会 

・期 日  令和３年 10月 26日 

・議 題  (1)令和３年度自主研修会について 

(2)スポーツフェスタ 2022について    

エ）第４回福岡市女性スポーツ活動団体連絡協議会 

    ・期 日  令和４年１月 18日 

    ・議 題  (1)令和４・５年度役員等について 

          (2)令和４年度事業計画(案)について 

          (3)「スポーツフェスタ 2022」について 

    ・報 告  (1)令和３年度「福岡市女性スポーツ活動助成事業」実施状況 

 


