
【Ⅰ　事　業　概　要 】

       当協会の基本理念とする、地域と共生し、体育・文化及び産業の普及振興を通じて、健康で豊かな
    生活の実現を図るよう各種事業に努めた。

  １      スポーツ普及振興事業については、施設の有効活用を図り、「幼児体育教室」など各種スポーツ
       教室を開催したほか、各種スポーツ競技会、大会等を主催・共催又は後援するなど、スポーツ普及
       活動に寄与することに努めた。

　２      生活文化向上事業については、各施設において「アイスアリーナスケートの日」や「カタクリの花
　   　観察会」、「夏休み昆虫教室」、「のっぽろスノーランド」等の各種事業を実施し、生活文化の向上に
　   　努めた。

　３   　道立施設の管理運営事業については、真駒内屋内・屋外両競技場、野幌総合運動公園の施設
　　  設備の整備保全に努めるとともに、指定管理者制度における道が指示する要求水準を遵守し、施設
　  　の長寿命化を図るなど、適切な管理運営に努めた。
　   　　また、真駒内公園については、適切な維持管理を図り、広域公園にふさわしい施設になるよう
　  　努めた。

　４　   その他収益事業については、「公園農産市２０１７」を開催し利用者サービスの向上と収益の向上
　　　に努めた。
　　　

【Ⅱ　スポーツ普及振興事業 】
（前年度実績）

　１  各種スポーツ教室の開設 45教室 (47教室)
　　　　受講者人数 18,681人 (19,043人)

　２  各種スポーツ競技会、大会等の開催、後援
　　　（1）主催

第11回体文協杯北海道ジュニアラグビー選手権大会他 7件 1,760人 （8件 2,158人）
　　　（2）共催

第39回小・中学生スピードスケート真駒内大会他 5件 1,978人 （5件 2,261人）
　　　（3）後援
　　　　　　第48回全道ママさんバレーボール大会他 19件 22,729人 （19件 24,910人）

◎合計　主催・共催・後援（名義後援含）延件数、延人数 31件 26,467人 （32件 29,329人）

【Ⅲ  生活文化向上事業 】
（前年度実績）

 １  生活文化に係わる各種事業の実施
　　（1）真駒内屋内競技場 「アイスアリーナスケートの日」他 9件 4,380人 （9件 3,701人）

    （2）真駒内屋外競技場 「スケートリンクオープンセレモニー」他 6件 1,308人 （4件 2,282人）

    （3）真駒内公園 「公園農産市２０１７」他 13件 3,007人 （15件 3,554人）

    （4）野幌総合運動公園 「のっぽろスノーランド」他 12件 4,439人 （11件 4,726人）

◎合計　生活文化向上事業延件数、延人数 40件 13,134人 （39件 14,263人）
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【Ⅳ　施設管理運営事業 】
（前年度実績）

　１　真駒内屋内競技場の管理運営
　　　　全　部　利　用 60件 (56件)
　　　　４～３月利用者数 50,075人 (46,349人)

　２　真駒内屋外競技場の管理運営
　　　　全　部　利　用 25件 (24件)
　　　　４～３月利用者数 14,440人 (15,686人)

　３　真駒内公園の管理運営
　　　　４～３月公園利用者数 596,885人 (596,595人)

　４　野幌総合運動公園の管理運営
　　　　４～３月利用者数 181,978人 (195,576人)
　　　　４～３月公園利用者数 195,686人 (175,620人)

     ◎合計全部利用件数 85件 (80件)
     ◎合計一般・施設利用者数 246,493人 (257,611人)
     ◎合計・公園利用者数 792,571人 (772,215人)

【Ⅴ  その他収益事業 】
（前年度実績）

　１　イベント事業等
      公園農産市２０１７ 1件 800人 （1件 1,000人）

  ２  物品販売・貸出及び飲食事業
　　　（1） 物品販売事業 温泉水、スイミングキャップ他
　　　（2） 貸出事業 貸スケート、セーフティマット他
　　　（3） 飲食事業 自動販売機の設置、食堂・売店の営業

【Ⅵ  定例理事会・評議員会等の開催 】

　１　定例理事会

  ２  評議員会

　３　協議会

　４　職員教育研修等
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【 Ⅵ　定例理事会・評議員会等の開催  】

　１　定 例 理 事 会

区      分 開催月日 場      所 出  席  者 審　　議　　内　　容

・平成28年度事業報告

理事長 ・平成28年度収入支出決算

平成29年 理　事　　３名 ・監査報告

5月11日 監　事　  ２名 ・評議員会に提案する議案

・理事長・専務理事及び常務理事

計６名 　の職務の執行状況報告

理事長 ・理事長及び専務理事の選定

平成29年 理　事　　３名 　について

5月26日 監　事　  １名

計５名

理事長 ・役員の選任に伴う報酬等の

平成29年 理　事　　３名 　改定について

6月13日 監　事　  ２名

計６名

理事長 ・理事長・専務理事の職務の

平成29年 理　事　　３名 　執行状況報告

8月29日 監　事　  １名

計５名

理事長 ・理事長・専務理事の職務の

平成29年 理　事　　３名 　執行状況報告

12月14日 監　事　  １名 ・平成29年度収支予算の状況報告

計５名

・平成30年度事業計画(案)

平成30年 理事長 ・平成30年度収入支出予算(案)

2月27日 理　事　　３名 ・理事長・専務理事の職務の

監　事　  ２名 　執行状況報告

計６名

第１回定例理事会 真駒内屋内競技場

第４回定例理事会 真駒内屋内競技場

第３回臨時理事会 持ち回り

第２回臨時理事会 かでる2.7

第５回定例理事会 真駒内屋内競技場

第６回定例理事会 真駒内屋内競技場
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　２　評　議　員　会

区      分 開催月日 場      所 出  席  者 審　　議　　内　　容

・平成28年度事業報告

・平成28年度収入支出決算

・監査報告

平成29年 ・評議員の辞任に伴う後任者の選

任について

5月26日 ・評議員の定年退任に関する特例

措置について

・理事の任期満了に伴う選任に

ついて

　３　協　議　会

施　設　名 開催月日 参　加　団　体

　４  職員教育研修等

開催月日 講    師 内    容

平成29年
   　　　 6月20日

ロイトン札幌 ――――

平成29年
        10月1日

――――

場        所

・応急手当の知識と技術に関する
講習（成人に対する心肺蘇生法、
AEDの使用、止血法等）

・災害時の避難所の運営等におけ
る人的・物的な協力体制を確立す
ることを目的に(公財)北海道体育
協会と協働事業として実施。

北海道立総合体育センター

北海道科学大学
保健医学部

看護学科助教授
　石川 幸司氏

・（一財）さっぽろ健康スポーツ財
団、(公財)函館市文化・スポーツ振
興財団他計８団体による「北海道
スポーツ振興団体連絡会議（事務
局長）」を開催。（類似団体相互の
協力体制の確立及び強化）
　
・ 課題研究、意見交換

平成29年
        10月26日

ウエディングプラザ寿宴
（中標津町）

・　真駒内公園を愛する会、真駒内
 公園植生研究会、南区市民部地
 域振興課他参加。

評議員　５名第１回評議員会

名　　　　　　称

かでる2.7

真駒内公園 真駒内公園を考え育てる協議会 平成29年12月15日
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北海道立総合体育センター

(一財)熊本県
スポーツ振興

事業団
熊本県立体育館

管理課長
免田早苗氏

・道内体育施設管理者及び指導者
に対しての技術指導及び資質の
向上を図ることを目的とした研修
会。

平成30年
        　3月2日

・（一財）さっぽろ健康スポーツ財
団、(公財)函館市文化・スポーツ振
興財団他計８団体による「北海道
スポーツ振興団体連絡会議（担当
者）」を開催。（類似団体相互の協
力体制の確立及び強化）
　
・ 課題研究、意見交換

平成29年
        　12月7日

シティーホール（江別市） ――――
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