
４ 実施事業について 

 
≪ 継 続 事 業 ≫ 

 

（1） 選手育成強化支援事業 ＜定款上の根拠 第４条第１号＞ 

 

   ◆令和４年度スポーツ選手育成強化支援事業 

   選手の育成・強化及び競技力の向上を図るために、（一社）奥州市体育協会選手強化支援事

業実施要項により、当協会の加盟団体が実施する事業へ支援します。 

 

（2） スポーツ団体活動助成事業 ＜定款上の根拠 第４条２号＞ 

  

（一社）奥州市体育協会加盟団体事業助成金交付要綱に基づき予算の範囲内で事業助成金を

交付します。 

 

（3）各種スポーツ事業  ＜定款上の根拠 第４条第３号＞ 

 

おもに地域（地区）運動会、駅伝競走大会、地区民体育祭等を開催しております。地域が主

体となりスポーツを通じた地域コミュニティの活性化を図ります。 

   

主催事業 

事  業  名 期  日 会場など 

各種スポーツ大会（地区民スポーツ大会） 

・第 64回江刺地区民体育大会 

ゲートボール競技 

・第 64回江刺地区民体育大会  

グラウンド・ゴルフ競技  

・第 64回江刺地区民体育大会  

サッカー（フットサル）競技  

６月～ 

令和 5年２月 
江刺地域内 

・第 68 回奥州市胆沢地区民体育大会 

バスケットボール競技 

・第 68 回奥州市胆沢地区民体育大会 

  軟式野球競技 

・第 68 回奥州市胆沢地区民体育大会 

パークゴルフ競技 

・第 68 回奥州市胆沢地区民体育大会 

グラウンド・ゴルフ競技 

・第 68 回奥州市胆沢地区民体育大会 

 ソフトボール競技 

・第 68 回奥州市胆沢地区民体育大会 

ゲートボール競技 

 

 

 

 

５月～６月 胆沢総合体育館等 

事業計画策定時（第 4 回理事会）は平成 31 年,5 月の定時総会は新元号を使う。 



事  業  名 期  日 会場など 

・まえさわナイターソフトボール大会 ７月 
前沢いきいきスポーツ
ランド野球場 

・お盆野球大会 ８月 16 日 衣川野球場 

・第 35 回水沢地域体育会スポーツ交流大会 10 月９日（日） 奥州市総合体育館 

・第 42 回衣川スキー大会 令和５年１月下旬 国見平スキー場 

地区民運動会 

・奥州市胆沢地区民運動会 予定 胆沢陸上競技場 

・第 52 回江刺地区民運動会 10 月 9 日（日） 江刺梁川地区 

区内一周駅伝競走大会 

・第 59 回江刺地区内駅伝競走大会 11 月３日（祝） 江刺地域内 

・奥州市胆沢地区継走大会 11 月３日（祝） 胆沢地域内 

  
共催事業  

事  業  名 期  日 会場など 

・奥州市民体育祭  
５月～ 
令和５年 月 

奥州市内 

・チャレスポおうしゅう 2022 11月 
奥州市ふれあいの丘公園 
奥州市総合体育館  

 

 

 

（4） スポーツ関連情報事業  ＜定款上の根拠 第４条第２号＞   
    

当協会ホームページを開設しており、「スポーツカレンダー」というコンテンツにて奥州市内

で開催されるイベントおよび体育施設（指定管理）の情報発信をします。 

また、法人の事業内容（業務内容・財務）などを広く一般に公開いたします。 

 

 
 

（5） スポーツ顕彰事業 ＜定款上の根拠 第４条第 7 号＞   
 

 （一社）奥州市体育協会表彰規程に基づき、奥州市のスポーツ振興に顕著な功績があった個

人及び団体を表彰します。 

 

 
 
 
 
 
 
 



≪その他事業≫ 

 
（1） 未来のトップアスリート育成事業 （受託事業） 

 

【早稲田大学競走部合宿招聘】 

  国内トップレベルの大学指導者、選手とふれあいながら、奥州市内の小中高生を対象に実技指導

を受ける。 

【スポーツ指導者養成研修会】 

  奥州市内のスポーツ少年団、学校、クラブ、一般指導者を対象に、最新のスポーツ理論・育成法

を学び資質向上を図る。 

【陸上競技教室】 

  奥州市内の小学 5，6年生を対象に、陸上競技の各種目を体験しながら基礎体力向上を図る。 

【おうしゅうジュニアアスリート】 

  奥州市内の小学 4～6年生で新体力テスト A、B段階の児童を対象に、基本的な全身運動能力向上

のトレーニングやスポーツ種目体験を行う。 

【おうしゅうキッズ】 

  奥州市内の小学校 1～3 年生を対象に、発達段階に合わせた身体の動かし方を身につけ、スポー

ツの楽しさを体験する教室を行う。 

【親子で元気アップ教室】 

   幼稚園児を対象に、親子でふれあいながら、体を動かすことの楽しさやスポーツへの動機付けを

目的に教室を開催する。 

事  業  名 期 日 会場・実施場所 

陸上競技教室 ６月４日(土) 
水沢公園陸上競技場 

（雨天時水沢体育館） 

陸上競技教室 ６月 25日(土) 
水沢公園陸上競技場 

（雨天時水沢体育館） 

陸上競技教室 ７月２日(土) 水沢公園陸上競技場 

陸上競技教室 ８月６日(土) 
水沢公園陸上競技場 

（雨天時水沢体育館） 

おうしゅうジュニアアスリート ８月 20日(土) 大鐘公園市民プール 

おうしゅうジュニアアスリート ８月 27日(土) 大鐘公園市民プール 

早稲田大学競走部合宿招聘 【中止】  

陸上競技教室 ９月 10日(土) 胆沢陸上競技場 

親子で元気アップ！教室 11月 未定 

おうしゅうジュニアアスリート 12月３日(土) 江刺西体育館 

おうしゅうジュニアアスリート 12月 10日(土) 江刺西体育館 

おうしゅうキッズ ２月４日(土) 江刺西体育館 

おうしゅうキッズ ２月 18日(土) 江刺西体育館 

スポーツ指導者研修会 ２月 未定 



（2）選手育成強化支援事業（受託等事業） 

◆奥州リーディングスポーツ団体支援事業 

奥州市を拠点にスポーツ競技の全国大会や国際大会に出場し、活躍が期待される種目・ 

団体で、ジュニアスポーツ選手や青年期のスポーツ選手の育成事業を長期的かつ計画的に行うスポ

ーツ団体に対して支援を行う。 

 
 ◆スポーツ選手激励事業 

  毎年開催される国民体育大会に出場する選手・監督等の激励会を開催します。  

 

 
 
（3） 奥州市スポーツ少年団事業 ＜定款上の根拠 第４条第２号＞   
 

 奥州市スポーツ振興計画策定のもと、スポーツ大好きな「次代を担う子どもたち」の健やかな 

成長を願い、スポーツ少年団に対する理解と認識を高めるとともに、長期的な展望に立ってスポー 

ツ活動の中心となる場をつくるための支援を行います。 

また、指導者及び地域関係団体と一体となり、将来活躍する児童生徒の夢の実現と活力ある地 

域づくりに向けて魅力ある事業を展開します。 

 

 
令和４年度奥州市スポーツ少年団本部事業計画  

 

月    日 行  事  内   容     ＊印は助成地区事業 主管 会    場 

4 月 令和４年度 Web による登録手続き開始   

5 月～9 月 水沢野球スポーツ少年団リーグ戦＊ 水沢指導協  

5 月 7～8,14 日 全国スポーツ少年団野球大会水沢予選 水沢野球協 水沢公園球場 

5 月  全国スポーツ少年団野球大会江刺予選 江刺野球協 江刺中央運動公園 

5 月 28 日(土) 合同入団式 
奥州スポ少 
指導協 

水沢体育館 

6 月 16 日(木) 第１回委員会  水沢武道館 

6 月末 奥州市スポーツ少年団総会   

7 月末 スポーツ少登録締切・追加登録受付（８月中旬まで）   

7 月 水沢・衣川剣道スポーツ少年団合同稽古会＊ 
奥州剣道協
会 

水沢武道館 

8 月末 令和 4 年度登録手続き（県登録）   

10 月 10 日(月) 水沢スポーツ少年団ソフトボール交流会＊ 水沢指導協 水沢公園球場 



10 月 第 2 回委員会（兼指導者協議会合同会議）  水沢武道館 

11 月 前沢・衣川スポーツ少年団野球交流会＊ 前沢指導協 いきスポ球場 

11 月 江刺スポーツ少年団野球交流会＊ 江刺指導協 根岸球場 

11 月 19 日(土) 
『スポーツ少年団フェスティバル 2022』表彰及びス
ポーツ交流大会 

奥州スポ少、 

市スポ推委協 
水沢体育館 

12 月 江刺剣道スポーツ少年団交歓大会＊ 奥州剣道協会  

2 月 11 日(土) 
～12 日(日) 

市本部リーダー研修交流会 奥州スポ少 県南青少年の家 

3 月 前沢スポーツ少年団交流体力テスト会＊ 前沢指導協 いきスポ体育館 

 
県本部関連 

月    日 行  事  内   容 会    場 

4 月下旬 岩手県スポーツ少年団委員総会 サンセール盛岡 

6 月下旬 スポーツ少年団スタートコーチ養成講習会（春） 岩手大学 

10 月下旬 スポーツ少年団スタートコーチ養成講習会（秋） 岩手大学 

11 月下旬 
～12 月上旬 

岩手県スポーツ少年団常任委員会  

1 月下旬 
体力テストデータ集計、岩手県スポーツ少年団に報
告 

 

2 月 県体力テスト委員会、県指導者協議会  

3 月 岩手県スポーツ少年団常任委員会  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



（4） 岩手県民体育大会選手派遣事業 

 
第 74回岩手県民体育大会期日・会場（予定）一覧 

NO 実施競技 期日 会場 

1 陸上 ７/23～24 盛岡市：岩手県営運動公園陸上競技場 

2 水泳 ８/21 一関市：一関水泳プール 

3 サッカー ６/25～26 紫波町：岩手県フットボールセンター 

4 テニス ７/２～３ 盛岡市：岩手県営運動公園テニスコート 

5 ボート ７/２～３ 盛岡市：岩手県立御所湖レガッタコース 

6 ボクシング ７/９～10 奥州市：江刺西体育館 

7 バレーボール ７/２～３ 
盛岡市：岩手県営体育館、渋民運動公園総合体育館 
滝沢市：滝沢総合公園体育館、雫石町：雫石町営体育館 

8 体操・新体操 ５/27～29 盛岡市：岩手県営体育館 

9 バスケットボール ７/２～３ 二戸市：二戸市総合スポーツセンター 他 

10 レスリング ７/３ 宮古市：宮古市民総合体育館多目的体育館 

11 セーリング ７/23～24 宮古市：リアスハーバー宮古 

12 ウエイトリフティング ７/９ 奥州市：江刺中央体育館 

13 ハンドボール ７/９～10 花巻市：花巻市総合体育館 

14 自転車 ６/25 紫波町：紫波自転車競技場 

15 ソフトテニス ６/26 北上市：和賀川グリーンパークテニスコート 

16 卓球 ７/２～３ 大船渡市：大船渡市民体育館 

17 軟式野球 ６/４～５・11 

盛岡市：岩手県営球場、渋民運動公園野球場 
滝沢市：滝沢総合公園野球場 
雫石町：雫石町営野球場 
紫波町：紫波運動公園野球場 

18 相撲 ７/10 二戸市：二戸市立浄法寺小学校相撲場 

19 馬術 ５/21 奥州市：岩手県馬術連盟練習馬場 

20 柔道 ７/10 久慈市：久慈市民体育館 

21 ソフトボール 
６/25～26・ 
７/９～10 

花巻市：石鳥谷ふれあい運動公園 

22 バドミントン ８/20～21 盛岡市：岩手県営体育館 

23 弓道 ７/３ 盛岡市：岩手県営武道館弓道場 

24 クレー射撃 ７/３ 花巻市：花巻市クレー射撃場 

25 ライフル射撃 
６/27・29・ 
７/２～３ 

八幡平市：田山射撃場、矢神体育館屋内射撃場 他 

26 剣道 ６/５ 盛岡市：岩手県営武道館 

27 ラグビーフットボール ６/25～26 八幡平市：八幡平市ラグビー場 



28 スポーツクライミング ６/25～26 
盛岡市：岩手県営運動公園第１ボルダリング競技場、リード競

技場 

29 フェンシング ７/２～３ 一関市：一関市産業教養文化体育施設（アイドーム） 

30 銃剣道 ７/３ 盛岡市：好摩体育館 

31 アーチェリー ７/３ 八幡平市：いこいの村岩手体育館、特設会場 

32 空手道 ７/３ 盛岡市：岩手県営武道館剣道場 

33 カヌー 

スプリント ５/29 盛岡市：御所湖広域公園漕艇場 

スラローム、ワイルド

ウォーター ７/10 奥州市：奥州いさわカヌー競技場 

34 なぎなた ７/３ 盛岡市：盛岡体育館 

35 ボウリング ７/２～３ 盛岡市：盛岡スターレーン 

36 ゲートボール ６/４～５ 矢巾町：矢巾町国民保養センター屋外ゲートボール場 

37 ホッケー ７/３ 岩手町：岩手町ホッケー場 

38 ゴルフ ６/27 一関市：南岩手カントリークラブ 

 

 

第 75回岩手県民体育大会期日・会場（予定）一覧 

 

 

 
（5）スポーツ施設管理業務（受託事業） 

 

◆江刺地域体育施設使用申請受付業務 

期間：令和４年４月１日～令和５年３月 31日 

江刺武道館、根岸公園野球場、江刺中央運動公園野球場、江刺中央運動公園陸上競技場受付業務

を行います。 

 

◆江刺カルチュアパーク遊具・親水広場管理業務 

     期間：令和４年４月５日～令和４年 11月 30日 

     遊具(ふわふわドーム)の点検、親水広場の塩素測定、塩素濃度の調整、小石、ゴミの撤去等業

務を行います。 

 

 

◆胆沢プール管理受託業務 

    期間：令和４年６月１日～令和４年９月９日（営業期間については、別に設定あり） 

市から胆沢プールの管理業務を受託している。 

 

 

NO 実施競技 期日 会場 

1 スキー 令和５年１月 未定 



（6） 指定管理施設の管理運営業務 

 

当協会は、市内複数のスポーツ施設において管理運営にあたっており、指定管理者制度の活用を

図りながら市民へのより一層のサービス提供とスポーツ施設の環境を整えることを第一に快適管

理に努めます。 

また、施設利用者の拡大を図るため自主事業を開催しています。市民ニーズの多様化、健康増進

の意識の高まりのなかで、健康維持のためのスポーツおよびレクリエーション活動をとおし、気軽

にスポーツを楽しむ環境づくりを推進してまいります。 

 

◆水沢体育館等管理運営業務 

    水沢体育館、水沢公園野球場、水沢公園陸上競技場、水沢公園テニスコート、 

水沢公園相撲場 

 

◆水沢武道施設管理運営業務 

    水沢武道館、水沢弓道場 

 

◆江刺中央体育館等体育施設管理運営業務 

    江刺中央体育館、江刺西体育館、江刺カルチュアパークテニスコート、 

江刺カルチュアパーク多目的広場 

  

    令和４年度江刺中央体育館等自主事業 

    １ 江刺中央体育館 

① モルック体験会 

実施期日 令和４年６月毎週火曜日 計４回 

② トレーニングルーム無料開放 

実施期日 令和４年４月～令和５年３月 第３金曜日 

  

    ２ 江刺西体育館 

① バランスボール教室 

実施期日 令和４年５月 

    ３ 江刺カルチュアパーク 

① 親子テニス教室 

       実施目的 令和４年５月 

      

◆胆沢総合体育館等体育施設管理運営業務 

      胆沢総合体育館、胆沢野球場、胆沢陸上競技場、胆沢農村広場 

 

    ◆大鐘公園市民プール管理運営業務 

      大鐘公園市民プール  

 



    

 

（7）自動販売機設置業務 

     施設利用者の利便に資するため、自動販売機設置業務を行います。 

施設所有者である奥州市の承認を得て当協会が業者と自動販売機設置契約を締結し、その売

上手数料を当協会の収益としております。その利益については、法人会計等に充当し、事業を円

滑推進するとともに法人運営の基盤強化を図ります。 


