平成３１年度公益財団法人久留米市体育協会事業計画
（平成３１年４月１日〜平成３２年３月３１日）

Ⅰ．事業方針
本協会は、久留米市のスポーツ都市宣言の理念に基づき、すべての市民がスポーツに
参加することを目指し、各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催、各競技団体・地域団
体のスポーツ事業に対する助成、スポーツ指導者の養成等を通じて生涯スポーツの普及
振興を推進し、健康で豊かな市民生活と明るく活力のある地域社会形成の実現を図る。
特に、２０２０東京オリンピック･パラリンピックを大きな契機とし、ホストタウン
としての事業に協力し、久留米市のスポーツ振興に努める。
１．目標
（１）すべての市民が、スポーツに親しむことによって、健康で明るく豊かな市民生活
を形成できるように、「スポーツの生活化」を推進する。
（２）加盟競技団体との連携を深め、指導者養成事業及び競技力向上事業を推進する。
（３）スポーツを通して、広域交流事業を推進する。
（４）スポーツに関する調査研究及び広報活動を推進する。
（５）体育施設の指定管理者として公共性を確保するとともに、有効活用を図ることで
生涯スポーツの振興に努める。
（６）公益法人会計基準に沿った会計システムの運用と、経理事務の厳格化により財政
基盤の確立を図る。
（７）職員のコンプライアンス（法令遵守）意識の向上と、組織体制の充実を図る。
２．事業
（１）市民の生涯スポーツ振興及び生涯スポーツ振興体制の支援を図る事業
①加盟競技団体及び地域団体が実施するスポーツ事業に対する支援・援助
②スポーツ人口の拡大
③気軽に安心してスポーツができる環境づくり
（２）久留米市の体育施設の管理運営に関する事業
①体育施設の指定管理事業
②体育施設の受付業務に関する事業
（３）収益事業
①公共施設内における飲料水の販売
Ⅱ．事業計画
１．市民の生涯スポーツ振興及び生涯スポーツ振興体制の支援を図る事業
（１）助成事業
スポーツ団体等（加盟競技団体及び地域団体）が実施するスポーツ事業に対して
支援・援助する事業として以下の５事業を行う。
① 大会事業
競技スポーツを行う選手の競技力の向上を目的とした事業に対して支援する事業

開催日

大会名

平成 32 年 1 月 26 日（日）

第 39 回久留米ロードレース

②普及奨励事業
加盟競技団体等が市民のスポーツ参加を図ることを目的として開催する事業及び
青少年のスポーツ活動を推進する事業に補助するとともに、全国大会等に出場するチ
ーム又は個人に対して、支給基準に基づき助成金を支給する。
ア

参加範囲が県域を超える大規模な大会
開催日

大会名

平成３１年５月１８日（土）
、

第２０回九州オールレディースソフトボール

１９日（日）
平成３１年８月
〜

８月

２日（金）

筑後川旗第３６回西日本学童軟式野球大会

８日（水）

平成３１年８月２５日（日）

第１０４回九州柔道大会

平成３１年９月１４日（土）

福岡県連会長杯兼久留米市体育協会理事長旗

〜

１８日（水）

第２１回軟式野球選手権大会

平成３１年１０月１２日（土） 第２０回アザレアカップバレーボール大会
〜

イ

１4 日（月・祝）

参加範囲が近圏を対象とした大会
開催日

平成３１年度

大会名
近圏小学生（男・女）ソフトボール大会
老壮三国対抗剣道大会
レディース親善卓球大会
久留米地区空手道大会
九州マスターズハンドボール久留米大会
近圏ママさんバレーボール親善大会
水と緑のくるめマラソン大会
緒方正次郎杯争奪卓球大会

ウ

参加範囲が市内を対象とした大会
開催日

平成３１年度

大会名
久留米市ママさんバレーボール大会（春季・秋季）
久留米市無段者柔道大会（春季・秋季）
久留米市ゲートボール連合（春季・秋季）大会
久留米市内一般バスケットボール大会（久留米リーグ）
久留米市一般男女バレーボール大会
久留米市内勤労者バレーボール大会
筑後川カヌーフェスティバル
久留米市ハンドボール大会

久留米市グラウンド・ゴルフ交歓大会
山川銃剣道大会
久留米市長旗争奪軟式野球大会
久留米市総合団体卓球大会
久留米市民春季バドミントン大会
５０ｍダッシュ王選手権 in 久留米
耳納連山ヒルクライムシリーズ

エ

青少年スポーツ活動推進事業
開催日

平成３１年度

大会名
久留米市青少年柔道大会
久留米市中学生ソフトテニス大会（春季・秋季）
久留米市小中学生水泳記録会兼県民体育大会選手選考会
久留米市少年剣道大会
久留米市青少年弓道大会
久留米体操大会
久留米市長杯少年サッカー大会
久留米近郊ジュニアテニストーナメント大会
久留米市小学生バスケットボール大会
久留米市中学生バスケットボール大会

オ

大会後援補助
久留米市で開催される全国大会等に対し助成を行う。

カ

各種加盟競技団体の選手及び指導者の育成指導
各種加盟競技団体・地域団体が行う選手・指導者の養成を図るための講習会及
び研修会に対して支援する。
・ハンドボール実技講習会等

キ

スポーツの祭典協賛事業
開催日

大会名

平成３１年

久留米まつり剣道大会

９月〜１１月

久留米市青少年柔道大会
ほとめき弓道大会
くるめ市民秋季バドミントン大会
ぶどう狩りサイクリング
久留米市長杯久留米市民ボウリング大会
校区対抗軟式野球大会

ク

大会等参加奨励金
九州大会以上の競技大会等に出場するチーム・個人に対して、支給基準に基づ
き奨励金を支給する。

③地域スポーツ振興助成事業
地域団体及び加盟競技団体が行うスポーツ事業に助成することで、スポーツ人口の
拡大を図るとともに、県民体育大会に参加する個人・チームへの助成を行う。
ア 地域団体スポーツ助成事業
地域団体が行うスポーツ事業に対して助成金を支給する
イ 加盟競技団体競技力向上奨励事業
加盟競技団体が競技力向上を主眼として行うスポーツ教室に対して奨励金を
支給する
ウ 県民体育大会等参加促進事業
県内最大の競技スポーツ大会である県民体育大会に出場するチーム・個人、及
び全国青年大会に出場するチーム・個人に対して、旅費相当の費用を支給する
④事業振興事業
加盟競技団体が事業計画に基づき年間を通して行う事業に対して助成を行う。
ア 加盟競技３４団体
イ 久留米市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
⑤福岡県民体育大会事業
久留米市代表として参加するために必要な予選会等の支援や大会開催に必要な事
業を支援する。
開催日
平成３１年

６月〜１０月

平成３１年８月１８日（日）

事業名等

会場等（予定）

久留米市予選会（７種目）

（各競技団体）

第６２回県民体育大会

筑豊緑地プール

夏季大会

（飯塚市）
平成３１年

９月中旬

平成３１年９月２１日（土）〜

秋季大会代表選手結団式

荘島体育館

第６２回県民体育大会秋季大会

開催地区：筑豊地区

９月２２日（日）

総合開会式：田川市

平成３１年１１月中旬

福岡駅伝代表選手結団式

荘島体育館

平成３１年 11 月 17 日（日）

第６回市町村対抗福岡駅伝

筑後広域公園
（筑後市）

（２）主催事業
本協会が市民のスポーツ人口の拡大を図ることを目的として行う。
①福岡県地域スポーツ振興助成事業
地域の青少年から高齢者までを対象として実施するスポーツ活動に対して、福岡県
体育協会より助成を受ける。
開催日

大会名

平成３１年４月

リズムダンス・貯筋運動教室

平成３２年３月中旬

スポーツ医科学講座

②スポーツ教室事業（１２教室）
市民が継続してスポーツを行うことができるように、気軽に参加できる各種スポー
ツ教室の開催を行う。
期日

教室名

毎週月曜日
毎週火曜日

毎週水曜日

毎週木曜日

毎週金曜日

毎週土曜日

会場

女性バドミントン

荘島体育館

初級ヨガ

荘島体育館

市民テニス

西田テニスコート

初心者エアロビクス

荘島体育館

リズムダンス・貯筋運動

荘島体育館

スマートダイエット

西部地区体育館

リズムダンス・貯筋運動

西部地区体育館

バドミントン教室

北野体育館

女性のためのシェイプアップ（中級）

荘島体育館

女性のためのシェイプアップ（初級）

荘島体育館

エアロビクス

西部地区体育館

ヨガ

西部地区体育館

ストレッチ＆太極拳

荘島体育館

② 久留米市民親善ゴルフ大会
開催日
平成３１年９月１１日（水）

事業名
第２０回久留米市民親善ゴルフ大会

会場
ブリヂストンカンツリー倶楽部

１２日（木）

③ 久留米オリンピック
開催日

事業名

平成３１年１０月２０日（日） 第４７回久留米オリンピック

会場
総合スポーツセンター

（３）スポーツの普及・振興及び周知を図る事業
スポーツの普及振興を図る中で貢献された指導者・団体の表彰及び各種スポーツ
事業を市民に周知するため以下の２事業を行う。
①表彰事業
当協会の発展及び体育スポーツの普及振興に功績顕著な団体・個人への表彰・推薦
を行う。
②広報事業
機関紙の発行とホームページの公開により、スポーツ情報の提供を行う。
ア
イ
ウ
エ

機関紙「くるめ体協」の発行
「広報くるめ」に本協会及び加盟競技団体の事業を掲載
各種大会の情報（開催要項・プログラム等）を新聞各社へ提供
ホームページの活用

２．久留米市の体育施設の管理運営に関する事業
久留米市から指定管理者として指定を受けた体育施設の管理運営及び桜花台体育施
設・公園内運動広場の管理運営業務を行うことで、市民の生涯スポーツ振興の推進及
び生涯スポーツ振興体制の支援を図ることを目指す。
（１）指定管理事業（平成２９年度から平成３３年度の５か年間）
久留米市から指定管理を受けた体育施設の利用に関する受け付け業務、利用料金
の徴収、施設への要望等の窓口業務、施設の利用統計等の事務作業及び施設や施設
に付随する備品の管理・運営、簡易な補修・修繕を行う。
①体育館等施設
荘島体育館、西部地区体育館、西田体育館、北野体育館、北野武道場
②テニス施設
旭町テニスコート、西田テニスコート、北野テニスコート
③ナイター照明施設
荒木中学校、西国分小学校、大島公園、中干出公園
④グランウンド、運動広場等施設
山本運動広場、善導寺公園相撲場、北野グラウンド、北野ゲートボール場、北野筑
後川グラウンド
⑤その他体育施設
筑後川漕艇場
（２）体育施設の受付業務に関する事業
久留米市が管理する体育施設（指定管理施設以外の施設）の利用に関する修繕以
外の業務を行う。
①体育館施設
桜花台体育館
②野球場・ソフトボール場
桜花台野球場・ソフトボール場
③公園内運動広場等
高良川公園、浦山公園、北川原公園、玉垂公園、小頭町公園、善導寺公園、大隈公
園、木塚緑地公園、西部防災公園、津福公園屋内球技場、久留米市土づくり広場
３．収益事業
本協会及び久留米市が管理を行っている施設において、施設の利用者が利用しや
すい環境を整えるため、自動販売機で飲料水を販売する。

