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令和２年度 公益財団法人岡崎市スポーツ協会 事業計画 

１ 方針 

  岡崎市民に対して、生涯のあらゆるライフステージにおいてスポーツに触れる機会を安定的に提供するこ

とで、スポーツの普及と振興を図り、市民の心身の健全な発達の実現に寄与する。 

２ 事業内容 

（1）市民のニーズに合わせた様々なスポーツを実施する機会と場を提供する事業

ア 健康・体力づくりに関する事業

（ア）スポーツ・レクリエーションの開催

    誰もが楽しむことができるスポーツやレクリエーションをする機会を提供することにより、一日を楽しく過

ごし友人や家族との絆を深め心身のリフレッシュを図ることを目的とする。 

・１日スポーツ教室 11月 23日（祝・月） スポーツ教室 講師：未定  会場:岡崎市体育館

・定期スポーツ教室（４月～３月）小学生ランニング教室 会場：六名公園運動場・龍北総合運動場

イ 競技スポーツ大会等開催事業

（ア）市民スポーツ大会等の開催

    岡崎市より委託を受け、多くの市民に大会参加の機会を提供し、スポーツの普及発展と競技力の向上

を図るとともに、体力向上や健康増進に寄与することを目的とする。 

   ・市民スポーツ大会（50大会）    ４月～３月    会場：岡崎市体育館他、市内・市外各所 

   （イ）第 52回おかざきマラソンの開催 １１月 2９日(日） 会場：岡崎中央総合公園(S･F)周辺道路 

   （ウ）第５回小学生駅伝・リレーマラソンの開催 12月 20日(日)   会場：龍北総合運動場 

(エ)岡崎市、他団体等と連携した大会等の実施

    岡崎市や他団体と連携し大会等を実施することで、多面的な観点からスポーツに関心を持っていただ

くとともに、スポーツに接する機会を提供することに寄与することを目的とする。 

・障がい者スポーツ指導者派遣事業  毎月第１日曜日  会場：岡崎市福祉の村

・東レアローズバレーボール教室  ８月５日(水)    会場：岡崎中央総合公園体育館 

・岡崎市民体育祭 ９月 27日(日)   会場：岡崎中央総合公園球技場 

・茅ケ崎市との青少年交流事業   １２月５日(土)  会場:茅ヶ崎市 

・岡崎市民駅伝競走大会 １月 17日（日）   会場：岡崎中央総合公園(S･F)市内一円 

ウ スポーツを実施する場を提供する事業

（ア）市民のニーズに合わせた様々なスポーツを行う場の提供

    本財団が運営補助をする岡崎市のスポーツ施設を利用し、市民のニーズに合わせ様々なスポーツを

行う場や情報を提供し、市民の体力向上及び健康増進を図ることを目的とする。 

・岡崎市体育館・岡崎市矢作体育館・岡崎市井田体育館・岡崎市六ツ美体育館の利用調整及び受付、

使用料徴収事務、岡崎市花園体育センターの利用調整 

・屋外体育施設の利用予約・受付補助
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(2) スポーツに関する環境整備及び活動支援事業 

 

  ア 加盟団体への助成事業 

   （ア）スポーツ教室 

    加盟競技団体が、市民スポーツ活動実践の機会を提供するとともに指導者の有効な活用を図ること

を目的に、初心者を対象として実施する事業に助成金を支給する。 

   （イ）スポーツ大会  

   ・加盟競技団体が健康で明るく豊かな活力ある市民生活の実現のため、「生涯スポーツ」の理念にそっ

た「市民総スポーツ」運動の積極的な展開に寄与することを目的に行うスポーツ大会（「岡崎市民ス

ポーツ大会」）を除く）や講習に助成金を支給する。 

   ・加盟団体が主催し、後援名義の使用承認を得た大会に会長賞を支給する。 

   （ウ）スポーツ指導者養成事業 

    加盟競技団体が、地域におけるスポーツ活動の基礎的な指導と活動組織の育成、諸行事の企画運営

を行い得る指導者の養成を目的とする事業に助成金を支給する。 

    （エ）加盟競技団体への交付事業 

    加盟競技団体に対し、スポーツの振興又は、事業の運営支援のため、支払った負担金に応じて交付金

を支給する。 

  イ スポーツ少年団育成事業 

   （ア）活動推進事業 

    スポーツ少年団大会等を開催し、相互交流を促進し、スポーツ少年団活動の活性化を図ることで、市

内におけるスポーツの振興に寄与することを目的する。 

   ・スポーツ少年団ボウリング交流会  7月 12日（日）              会場：サンボウル 

   ・スポーツ少年団大会           12月 6日（日）               会場：岡崎市体育館 

   ・スキー研修                     ２月 20日（土）・21日（日）   会場：飛騨高山スキー場 

   ・アクティブチャイルドプログラム          随時                   会場：単位団活動場所 

   （イ）組織整備強化事業 

    スポーツ少年団組織の充実と事業の円滑な推進を図り、少年団への理解と加入促進に努め、少年団

活動の一層の充実を図ることを目的とする。 

   ・委員総会(年 1回)、常任委員会（年 3回）の開催                 会場：岡崎市体育館 

   ・顕彰事業(団員・指導者表彰)       12月 6日(日)              会場：岡崎市体育館 

   （ウ）交流活動推進事業 

    市内の団員の相互交流や地域との交流により、友好と親善を深め、合せて地域に貢献する精神の涵養

を図ることを目的とする。 

   ・単位団交流活動   2団体以上の交換会  随時 

   ・地域交流事業活動 

   ・種目別交流競技大会（バレーボール・剣道・軟式野球他)随時 会場：口論義運動場(日進市)他 

   ・事業別運営会議(事業、総務委員会)      随時           会場:岡崎市体育館 
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   (エ）指導者、リーダー活動等の研修参加助成 

    スタートコーチ養成講習会やリーダー研修会への参加費を助成し、指導者の質の向上や、将来の指導

者を目指す人材育成を図ることを目的とする。 

   ・スタートコーチ養成講習会  随時  会場：愛知県教育会館他 

   ・リーダー研修会       随時     

  ウ スポーツ大学の開催 

   （ア）スポーツ大学講座 

    スポーツ界で顕著な活躍をされた方の体験等に触れ、豊かな人間性を育み明るく住みやすい街づくり

の一翼を担う人材を養成することを目的とする。 

   ・スポーツ大学講座(一般市民対象)           期日未定    会場：図書館交流プラザりぶら予定 

  エ 表彰・激励事業 

   （ア）スポーツ功労者、優秀選手の表彰  

    岡崎市の体育・スポーツの発展向上に功績のあった個人及び団体の表彰を行うことで、市内のスポー

ツ活動を支援し奨励することを目的とする。 

   ・体育表彰（特別功労章・功労章・栄光章・優秀章・貢献章の授与）  

                                       2月 13日（土） 会場：岡崎市民会館あおいホール 

   (イ) 激励金の支給 

    国際大会（世界大会・アジア大会等）に出場する選手及び団体を激励することで、市内のスポーツ活

動を支援し、奨励することを目的とする。 

   ・国際大会出場選手・団体の激励             随時 

  オ スポーツボランティア活動 

   （ア）生涯スポーツを推進するため、「支えるスポーツ」としてマンパワーの充実を図ることを目的とする。 

   ・スポーツ大会やイベントに関心をもつ人材を登録する。 

   ・必要に応じ各種のスポーツ大会やスポーツイベント等の運営補助をする。 

 

 

（3）スポーツに関する普及・啓発・情報発信事業 

 

  ア 広報活動・情報発信事業 

   （ア）機関誌「スポーツ OKAZAKI」の発行  

    市内におけるスポーツ活動等を紹介することを始め、広くスポーツに関する情報を発信することで、市

民のスポーツに対する興味を喚起することを目的とする。 

   ・「スポーツ OKAZAKI」２，５００部の発刊  年３回  市内公所等に配布 

   ・市政だより掲載             毎月１日・発行(月１回、１日発行) 

   ・新聞報道発表等を活用した広報活動事業  随時  

   (イ)ホームページを活用した情報発信事業 

    各種情報を発信するとともに、各加盟団体の事業情報に活用できるホームページの充実に取り組む。 
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   （ウ）情報交換会事業 

    加盟団体の交流や情報を交換し合うことにより、市内の体育･スポーツの向上と、市民のスポーツへの

意欲喚起を図ることを目的とする。 

   ・加盟団体情報交換会 １月 21日（木）  会場：竜美丘会館大ホール 

  イ 啓発活動事業 

   （ア）スポーツを観戦する機会を提供する事業 

    プレイを実際に観ることによりスポーツの素晴らしさや、感動を体験しスポーツの関心を一層高めること

を目的とする。 

   ・全国高等学校野球大会愛知県予選会   6月～7月の岡崎市民球場開催試合 

 

 

（4）その他この法人の目的達成に必要な事業 

 

  ア 各種会議等の開催 

   （ア）理事会・評議員会の開催 

    事業計画及びこれに伴う収支予算ならびに決算報告などの重要事項を審議するため理事会、評議員

会を開催する。 

   ・理事会  定時理事会 4回 （6月・9月・1月・3月） 臨時理事会（随時） 会場:岡崎市体育館 

   ・評議員会 定時評議員会 １回（6月）            臨時評議員会（随時） 会場:岡崎市体育館  

   (イ)加盟団体代表者会議の開催 

    加盟競技団体との連絡・連携強化のため開催する。 

   ・年間 1回以上の予定  開催日未定  会場：岡崎市体育館 

   （ウ）事務担当者会議の開催    

    次年度の事業手続きの説明のため開催する。 

   ・事務担当者会  年間 1回  ３月開催予定  会場:岡崎市体育館 

   （エ）委員会の開催 

    定款 52条に基づき必要に応じ委員会を設置する。 

   ・各種委員会の開催 

   ・役員打合せ会の開催 



項目 内容等 期日等 会場等

（ア）
１日スポーツ教室  11月23日 岡崎市体育館

スポーツ教室(小学生ﾗﾝﾆﾝｸﾞ教室） 4月～3月 六名公園、龍北総合運動場

（ア）
市民スポーツ大会（50大会）（岡崎市受託事業） 4月から3月 岡崎市体育館他　市内外各所

（イ）
第52回おかざきマラソン（ｔｏｔｏ助成事業） 11月29日 岡崎中央総合公園(S･F)・周辺道路

（ウ） 第5回小学生駅伝・リレーマラソン（toto助成事業） 12月20日 龍北総合運動場

（エ） 茅ヶ崎市との青少年交流事業 12月5日 茅ヶ崎市

東レアローズバレーボール教室(東レ共催）  8月5日 岡崎中央総合公園総合体育館

岡崎市民体育祭(主管事業) 9月27日 未定

岡崎市民駅伝競走大会（共催事業） 令和3年1月17日 岡崎中央総合公園(S･F)　市内一円

障がい者スポーツ指導者派遣事業 随時(毎月第1日曜日） 岡崎市福祉の村

（ア）
岡崎市体育館及び地区体育館の利用予約・受付 4月から3月

岡崎市体育館・矢作体育館・井田体育館･六ツ美
体育館

屋外体育施設の利用予約・受付補助 4月から3月 六名公園運動場夜間照明設備他

（ア）
・加盟団体教室 4月から2月 市内各所

（イ）
・加盟団体自主事業・会長賞の交付事業 4月から2月 市内各所

（ウ）
・指導者養成事業 4月から2月 市内各所

（エ） 公益財団法人岡崎市体育協会加盟団体及び準加盟団体並びに
賛助会員に関する規程第6条に基づき交付

2月末 加盟競技団体対象

イ
スポーツ少年団ボウリング交流会 7月12日 サンボウル

スポーツ少年団大会 12月6日 岡崎市体育館

スキー研修 令和3年2月20・21日 飛騨高山スキー場

アクティブチャイルドプログラム 随時 単位団活動場所

委員総会(年1回）・常任委員会(年3回）
委員総会　3月
常任委員会6・11・3月

岡崎市体育館

顕彰事業（団員・指導者表彰） 12月6日 岡崎市体育館

各交流事業（単位団、地域交流、種目別競技大会） 随時 市内・市外各所他

事業別運営会議(事業、総務委員会）の開催 随時 岡崎市体育館

（エ）
指導者移行講習会・リーダー研修会 随時 愛知県教育会館他

ウ （ア）
一般市民を対象としたスポーツ大学(講演会）の開催 期日未定 図書館交流プラザりぶらホール予定

エ （ア）
特別功労章・功労章・栄光章・優秀章・貢献章授与 令和3年2月13日 岡崎市民会館あおいホール

（イ）
国際大会出場選手の激励 随時

オ （ア）
スポーツボランティア活動事業 随時

機関紙「スポーツOKAZAKI」2,500部発刊 年3回発行 市内公所等に配布

市政だよりおかざき、新聞報道発表等を活用した情報発信 適宜

（イ）
ホームページを活用した情報発信 適宜 home1.catvmics.ne.jp/~o-taikyo

（ウ）
加盟団体の交流と情報交換 令和3年1月21日 竜美丘会館

イ （ア）
スポーツを観戦する機会を提供する事業 令和２年６月～７月 岡崎市民球場

（ア）
定時・臨時(理事会・評議員会） 理事会：6・9・1・3月

評議員会:6月
岡崎市体育館

（イ）
加盟団体代表者による連絡調整 年2回予定 岡崎市体育館

（ウ）
新年度事務にかかる担当者への説明会 年1回3月 岡崎市体育館

（エ）
定款52条に基づき必要に応じて委員会を設置する 適宜 岡崎市体育館
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