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令和３年度公益財団法人鹿児島市スポーツ振興協会事業計画書 
 

Ⅰ 基本方針 

令和３年４月１日より「公益財団法人」として新たなスタートを切る当法人は、引き続き

鹿児島市が取り組む「スポーツを活かしたまちづくり」を推進し、鹿児島市のスポーツ振興

を担う中核的な組織として、設立目的である、生涯スポーツ・競技スポーツの振興を図ると

ともに、スポーツを通じた交流の拡大等を進めるなど、市民の健康増進、活力あるまちづく

りの実現に寄与します。 

また、コロナ禍における市民のスポーツ活動の場の創出やスポーツへの興味・関心の向上

に繋がる新たな事業を実施するとともに業務の効率化にも努めてまいります。 

 

Ⅱ 事業計画 

１ 地域におけるスポーツ振興及びスポーツ大会等の開催・支援に関する事業 

【事業概要】 

市民が気軽にスポーツ活動に参加できるよう、スポーツを通じた健康づくり、生きが

いづくり、競技力向上など様々なニーズに対応したスポーツ教室を開催し、スポーツ人

口の増加、普及を図る。 

また、各種スポーツ大会の実行委員会や鹿児島地区駅伝運営委員会の事務局としてス

ポーツ大会等の開催を支援する。 

【事業詳細】 

(1) スポーツ教室の企画・運営 

本市の市民あるいは通勤・通学する方を対象に、定期的・継続的な運動を始める

きっかけづくりとして、初心者でも気軽に参加できる新たなスポーツ教室・イベン

トを企画する。 

① ニュースポーツ体験講座 

② タグラグビー体験講座 

③ チャレンジ・ザ・トップアスリート ≪拡充≫ 

市民を対象に参加チームを募り、地元スポーツチームの選手とニュースポー

ツの各種目をチーム戦で争う。 

④ どこでもヨガ教室 ≪新規≫ 

市内の公園等で、ヨガインストラクターの指導の下、正しい姿勢と正しい呼

吸法を習得するほか、軽食等の食事も楽しめるイベントで、心身の健康づくり

に資する。 

⑤ おめざめ太極拳教室 ≪新規≫ 

早朝の時間帯に、市内の公園等で、太極拳講師の指導の下、太極拳の正しい

技術と知識を習得し、脚筋力、バランス能力、全身持久力の向上を図るなど、

それぞれに合った健康づくりに資する。 

⑥ 県下一周駅伝選手によるランニング教室 ≪新規≫ 

市民を対象に、個々の走力向上及び体を動かすことへの楽しさを覚える機会

を創出する。また、県下一周駅伝鹿児島チームの選手との交流により、選手の
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大会等での活躍を応援するきっかけづくりにもつなげる。 

⑦ 鹿児島銀行陸上部によるマラソン教室 ≪新規≫ 

市内の小中学生を対象に、持久走大会前の練習会として、「鹿児島銀行陸上部」

の選手等に、ランニングフォームやトレーニング方法などを指導してもらうこ

とにより、個々のレベルアップはもちろん、体を動かすことへの興味や楽しさ

を覚える機会を創出する。また、県地区対抗女子駅伝鹿児島チームも所属して

いることから、選手の大会等での活躍を応援するきっかけづくりにもつなげる。 

(2) 市民生き生きスポ・レクフェスタの開催 

市民が誰でも参加できる「生き生きカップ大会」や「レクリエーション体験」を

実施することにより、市民が自ら主体的に体力づくりを進める機運を高めるととも

に、生き生きとした健康社会づくりを促進する。 

(3) 南日本Ｕ－１２サッカー大会の運営 

例年、県内外から多くのチームが参加する小学生サッカー大会の実行委員会の事

務局として、大会運営を通じてサッカー少年の技術向上と心身の育成及びスポーツ

振興に資する。 

(4) 南日本小学生バレーボール大会の運営 

例年、県内から多くのチームが参加する小学生バレーボール大会の実行委員会の

事務局として、大会運営を通じて鹿児島県内のバレーボールスポーツ少年団相互の

親睦、心身の鍛錬及びスポーツの振興に資する。 

(5) 各種事業の運営（マリンスポーツ、市民体力づくり等） 

① マリンスポーツ 

錦江湾を生かしたマリンスポーツの魅力について、市民を対象としたヨット

及びシーカヤックの体験及び初歩的な技術や知識の習得機会を作り、マリンス

ポーツの普及と振興を図る。 

(ア) ヨットとふれあう体験帆走 

・対  象 小学生以上の市民 

・実施回数 年４回 

(イ) 初心者ヨット教室 

・対  象 高校生以上の市民 

・講義回数 全５回 

(ウ) ジュニアヨット教室 

・対  象 市内の小・中学生 

・講義回数 全５回 

(エ) シーカヤック体験講座（一般） 

・対  象 高校生以上の市民（２人組） 

・実施回数 年２回 

(オ) シーカヤック親子体験講座 

・対  象 市内の小・中学生と保護者（２人組） 

・実施回数 年５回 

② 地域スポーツ教室等 
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スポーツをする機会に恵まれない市民を対象に、一定期間計画的・継続的に

各種スポーツ教室等を開催し、スポーツへの関心を一層高揚させるとともにス

ポーツの活性化を図る。 

また、体力テスト等を通じて、体力づくりに必要な知識と技能を習得させる

とともに健康体力相談等を行い、市民が各自のレベルに応じたスポーツ活動を

生活化も図りながら実践できるような市民の体力づくりを行う。 

(ア) 地域スポーツ教室 

・対  象 開催する４校区の地域住民（開催校区は輪番制） 

・実施回数 １教室あたり４回（全４教室実施） 

(イ) 市民体力テスト・健康体力相談 

・対  象 開催する２校区の一般成人（開催校区は輪番制） 

・内  容 文部科学省の定める体力テスト及びスポーツドクター等

による健康体力相談会の実施 

(6) 鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会 鹿児島地区チームの運営 

① 「県下一周市郡対抗駅伝競技大会（南日本新聞社主催）」に、鹿児島地区駅伝運

営委員会事務局として鹿児島地区チームの選手を育成し、大会の参加、派遣など

の運営を行う。 

② 小学生走り方教室 

県下一周駅伝鹿児島地区チームの監督、コーチ、選手を講師に、小学生を対

象にした走り方教室を実施することで駅伝に対する興味を深め、次世代選手の

発掘、育成及び競技力の向上を図る。 

(7) 鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会 鹿児島地区チームの運営 

① 「県地区対抗女子駅伝競技走大会（南日本放送主催）」に、鹿児島地区チームと

して選手を育成し、大会への参加、派遣などの運営を行う。 

② あすなろ杯 

長距離ランナーの底辺拡大と中学生を主とする後継者育成を図り、鹿児島地

区男女駅伝チームの強化及び選手の発掘を目指す。 

(8) 鹿児島市民体育大会の開催 

本市における市民スポーツの向上と競技力の向上を図るために開催される大会

で、本大会の成績が県民体育大会に出場する選手選考の参考とされるなど重要な大

会となっている。 

なお、加盟競技団体が一斉に会して総合開会式を行い、大会運営は加盟団体それ

ぞれで行う。 

 

２ 競技スポーツの振興に関する事業 

【事業概要】 

競技者の底辺拡大及びジュニア層の競技力向上のため、競技団体が開催する競技力向

上対策を支援し、選手並びに指導者の育成及び資質の向上を図る。 

また、強化指定選手等への練習場所の利用調整を支援することで、競技者の競技力向

上と本市スポーツ施設の利用率向上を図る。 
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【事業詳細】 

(1) 競技力向上対策事業 ≪拡充≫ 

中央競技団体から監督・コーチ及び強化選手等を招聘し、本市のトップレベルの

選手とその指導者等を集め、実技研修・指導講話会等を開催し、競技力の向上、指

導者の資質向上を図る。 

(2) 強化指定選手等への施設利用調整支援 

市内の高等学校に在籍する優秀な運動選手及び運動部の競技力をより一層高め、

もって、本市における競技力を向上させるため、市スポーツ施設の空きを活用し、

その使用について調整を行う。 

 

３ 青少年スポーツの促進及び団体の育成に関する事業 

【事業概要】 

スポーツ活動を通じて青少年の心身の健全な発達を目的とした、スポーツ少年団の普

及と育成及び活動の活性化を図り、スポーツ少年団相互の親睦を図るとともに、指導者

が密接に連携を深め、各スポーツ少年団活動における指導力向上を図る。 

また、市内の小学生を対象に、スポーツ能力測定会を開催し、その結果から個々の優

れた能力を見出し、将来のトップアスリートとなりうる有望な人材の発掘の場とするほ

か、本人の特性に合ったスポーツや能力向上のためのトレーニング方法等を提案するこ

とにより、子どもたちの可能性を高め、スポーツへの興味・関心へのきっかけづくりの

場を創出する。 

【事業詳細】 

(1) スポーツ少年団本部の運営及び各団体への助言 

① 登録事務説明会 

単位団の代表者に対し、スポーツ少年団活動の意義や当該年度の団登録事務

手続についての説明会を開催する。 

② ブロック別指導者・母集団研修会 

ブロックごとに指導者、母集団が地域におけるスポーツ少年団活動の充実や

相互の共通理解を図るため研修会を開催する。 

③ スポーツ少年団指導者研修会 

本市スポーツ少年団の指導者を対象に、指導者としての必要な知識や技術等

の資質向上を図るため研修会を開催する。 

④ 初級ジュニア・リーダースクール 

校区や単位団におけるリーダーを対象に、望ましいリーダーの育成を図るた

め、スポーツ少年団活動の意義やリーダーの役割等について研修会を開催する。 

⑤ スポーツ少年団競技別交歓交流大会 

本市のスポーツ少年団団員が、日頃のスポーツ活動の成果を競い合うととも

に、団員としての相互理解と親睦を深めることを目的とした交流大会を開催す

る。 

⑥ ブロック別交歓交流大会 

各ブロックのスポーツ少年団団員や指導者、母集団の関係者が、日頃の活動
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の成果を発表し合い、お互いの親睦と理解を深めるとともに今後の団活動の活

性化を図ることを目的とした交流大会を開催する。 

⑦ 年末クリーン作戦 

地域に根ざした社会活動の一環として、団員、指導者、母集団及び地域住民

が一体となって、スポーツ少年団活動への住民理解を深めること等を目的とし

た一斉清掃活動を行う。 

(2) アスリート発掘事業 

① スポーツ能力測定会 

ジャンプ力、１０ｍスプリント、スイングスピードなどの測定結果分析によ

り、個々に合ったスポーツやトレーニング方法を助言するとともに、当協会加

盟団体による競技体験により様々なスポーツへの関心・興味を持つきっかけづ

くりを創出する。 

② かごしま忍者学校 ≪新規≫ 

子どもたちの体づくりに必要な体力と運動発育に必要な基本動作を、忍者に

なりきって「走る」「投げる」「跳ぶ」といった基本動作を遊びながら習得する

とともに、体を動かすことの楽しさ、気持ちよさを感じてもらう。 

 

４ スポーツに関する団体及び人材の育成に関する事業及び無料職業紹介事業 ≪新規≫ 

【事業概要】 

市民の生涯にわたるスポーツ活動の受け皿となる地域スポーツクラブの活動を活性化

し、地域におけるスポーツの推進を図るとともに、住民主体のスポーツを通した地域コ

ミュニティづくりを促進する。 

また、進学や就職のため本市を離れていた本市出身のアスリートが、Ｕターン等を希

望する際に、地元企業等への就職支援を行い、その方の経験等を競技や指導に活かすこ

とで、競技力の向上等を図る。 

【事業詳細】 

(1) 地域スポーツクラブ活動活性化事業 

① スポーツ教室の委託 

鹿児島市が設立から支援している市内１３の地域スポーツクラブに対する、

スポーツ教室の運営委託（年間３０時間以上） 

② 地域スポーツクラブ育成連絡協議会による研修の実施 

③ 地域スポーツクラブ交流スポーツ大会の実施 

(2) 本市出身選手等の地元企業への就職支援事業 

市スポーツ振興協会として無料職業紹介業の認可を取得し、受入可能な市内企業

とＵターンを希望するアスリートとのマッチングを行う。 

 

５ スポーツに関する情報発信に関する事業 

【事業概要】 

市民がスポーツへの興味や関心を持ち、スポーツイベントに参加するためのきっかけ

となることを目的に、スポーツ教室・各種大会の開催情報及び結果について情報発信を
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積極的に行い、アピールに努める。 

また、教室等の参加申込みや競技団体等との事務連絡についても電子化を推進し、効

率化を図る。 

【事業詳細】 

(1) 協会ホームページの管理・運営事業 

(2) ＳＮＳ（フェイスブック等）を活用した各種情報発信事業 

(3) 協会広報誌作成 

 

６ スポーツによる交流イベントの開催・支援に関する事業 

【事業概要】 

鹿児島市の歴史・自然・食などの多彩の地域資源とスポーツを戦略的に掛け合わせ、

各種スポーツ大会やイベント等を誘致することで、地域活性化や交流人口の増加を図る

ため、鹿児島市とスポーツ団体、観光業界が一体となって組織する「スポーツコミッシ

ョン」の設置を検討する。 

【事業詳細】 

スポーツコミッションの設置検討 

本市のスポーツ資源を最大限に活用し、スポーツイベントや合宿等の誘致を通じて

地域スポーツの振興と地域経済の活性化を図るため、関係団体で構成するスポーツコ

ミッションの設置を検討する。 

 

７ その他この法人の目的を達成するのに必要な事業 

【事業詳細】 

鹿児島市スポーツ振興協会表彰 

本市におけるスポーツ功労者並びにスポーツにおいて優秀な成績を収めた個人及

び団体に対し表彰を行い、生涯スポーツ・競技スポーツの振興に資する。 


