
 

 

平成２９年度 事業計画について 

 

 
Ⅰ 事業の概要 

  指定管理者の第４期目５年間の３年目として、過去及び昨年度の実績を踏まえ、「宮崎県体育・ス

ポーツ振興グループ」として（公財）宮崎県体育協会と連携し、スポーツ・レクリエーションの振興、

健康増進及び本県スポーツ施設の管理運営に関する事業を行い、スポーツ施設の設置目的に沿った高

い水準での維持管理及び県内外からのアスリートのための競技力向上、プロスポーツ団体による継続

利用の促進と宮崎県の施策である「宮崎県教育振興基本計画」や「スポーツランドみやざき」・「みん

ながスポーツ 1130（いち いち さん まる）県民運動」の推進に協力し、支援することにより、広く

県民の健康増進と体力向上及び活力ある地域社会の実現を目指していく。 

  また、昨年同様労働安全衛生の教育の継続と「みやざき東京オリンピック・パラリンピックおもて

なしプロジェクト」の一助となるよう管理運営に取り組んでいく。 

Ⅱ 事業の内容 

 １ 公益目的事業 

（１） スポーツ施設の管理運営事業 〈指定管理事業〉 

ア 施設の維持管理業務 

イ 施設の貸出業務 

ウ 施設の利用料徴収業務 

エ スポーツ施設の調査研究 

 

（２） 主催事業（別表：平成２９年度 主催事業実施計画） 

ア スポーツ大会、スポーツ教室 

イ 文化的事業 

ウ その他、県民ニーズに即した事業を展開 

 

 ２ 収益事業 

事業推進に資する収益事業 

ア 宮崎県総合運動公園合宿所における食事の提供及び寝具の貸出業務 

イ 競技用消耗品の販売業務 

ウ 自転車の貸出業務 

エ 収入証紙の販売 

オ タオルの販売 

カ その他、事業の目的及び利用者の利便性向上に沿った事業の展開 

 

 ３ その他の事業 

スポーツ以外の施設貸出業務 

 

 ４ 利用者サービス 

（１） 休園（館）日、年末年始の施設開放 

（２） 時間外の対応 

（３） レンタルロッカーの設置 

（４） 環境改善整備（こいのぼり・七夕飾り・クリスマス装飾（電飾）・ひなまつり） 

  



 ５ 職員研修 

内    容 備  考 

 

資格取得研修 

体育施設管理士・運営士 

プール衛生管理者 

防火・防災管理者講習会 

 

技能研修 スポーツ施設等安全管理講習会 

各種技術・技能取得研修会 

 

法人研修 公益法人各種研修会  

 

関係団体研修会等 

全国体育施設研究協議会 

九州地区体育施設協会連絡協議会理事会・総会 

九州地区体育施設研究協議会 

 

労働安全衛生教育 
衛生委員会 

労働安全衛生会議（研修） 

 

 

その他 

レジオネラ属菌汚染防止研修会 

安全運転管理者講習会 

事業所ごみ減量研修会 

先進県施設視察研修 

 

 

 ６ 宮崎県体育施設協会 

   公益財団法人日本体育施設協会の支部として、本県施設の適正な運営について研究協議し、体育 

の振興に寄与する。 

（１） 平成 29年度宮崎県体育施設協会理事会・総会 

（２） 公益財団法人日本体育施設協会評議員会 

（３） 平成 29年度九州地区体育施設協会連絡協議会理事会・総会 

（４） 第 49回九州地区体育施設研究協議会 

（５） 宮崎県体育施設研究協議会 

 

 

 ７ 関係機関・団体との連携 

（１） 宮崎県 ・宮崎県教育委員会 

（２） 宮崎県高等学校体育連盟 ・宮崎県中学校体育連盟 ・宮崎県小学校体育連盟 

（３） 宮崎県高等学校野球連盟 ・宮崎県レクリェーション協会 

（４） スポーツランドみやざき推進協議会 ・宮崎県障がい者スポーツ協会 

（５） 宮崎市観光課 ・宮崎市観光協会 ・公益財団法人みやざき観光コンベンション協会 

（６） 各競技団体 ・各種大規模大会実行委員会 ・公益社団法人宮崎県青少年育成県民会議 

（７） その他 

 

 ８ 広報活動 

（１） 機関紙「M・SPO LIFE」の発行 

・発行部数：季刊 2,000部 年３回 ・配布先：関係機関、団体等に約 900か所 

（２） 主催事業写真展 

武道館共有スペースを活用した写真展示 

（３） ホームページによる広報 

ホームページアドレス：http://www.miyazaki-spokyo.jp 

  

http://www.miyazaki-spokyo.jp/


平成 29 年度 主催事業計画 

№ 事 業 名 ／ 内 容 開催期日 場 所 

01 

スポーツ施設等安全管理講習会 

平成 29年 6月 6日（火） 

宮崎県総合運動公園 

屋内プール 

宮崎県武道館（大会議室） 
プール開放前に行う管理者向けの講習会 

文科省・県教委・体育施設協会共催 

02 

ヨーガ教室 
平成 29年 6月 

（全 6回） 

宮崎県体育館 

別館第二競技場 健康増進のための運動やスポーツを実施しようとする県民の
ニーズに応えるスポーツ教室 

3 
中学生ソフトテニス教室 

平成 29年 8月開催予定 
宮崎県総合運動公園 

テニスコート・木の花ドーム 中学校ソフトテニス部を幅広く招待して行うテニス教室 

4 

第 16回「宮崎県武道館旗」高等学校剣道競技大会 
平成 29年 10月 7・8・9日

（土・日・月） 

宮崎県総合運動公園 

宮崎県武道館（主道場） 県内外の強豪校を招いて行う剣道競技大会及び錬成会 

県高体連剣道専門部共催 

5 

ボルダリング体験教室 
平成 29年 10月 9日（月） 

体育の日 

宮崎県体育館 

屋内人工登はん壁 体育の日にスポーツ（ボルダリング）を楽しむ機会と施設の提
供 

6 

ビームライフル体験教室・射撃対抗戦 
平成 29年 10月 9日（月） 

体育の日 
宮崎県ライフル射撃競技場 体育の日にスポーツ（ビームライフル）を楽しむ機会と施設の

提供 

7 

宮崎県体育施設研究協議会 

平成 29年 11月開催予定 
宮崎県総合運動公園 

宮崎県武道館（大会議室） 
県内の体育施設管理者が会して、より良い施設の管理・運営に
役立てるための研究協議会 

宮崎県体育施設協会共催 

8 

遺物が語る我がふる里 
平成 29年 12月～ 

平成 30年 1月 

宮崎県総合運動公園 

宮崎県武道館（共有スペース） 宮崎県発掘の遺物等展示による文化に親しむ機会の提供 

県埋蔵文化財センター協力 

9 

第 16回宮崎ひむか旗高等学校男子柔道競技大会 

第 12回宮崎ひむか杯高等学校女子柔道競技大会 
平成 29年 12月 

25・26・27日 

（月・火・水） 

宮崎県総合運動公園 

宮崎県武道館（主道場） 県内外の強豪校を招いて行う柔道競技大会及び錬成会 

県高体連柔道専門部共催 

10 

宮崎県レディース卓球大会 

平成 30年 1月 23日（火） 
宮崎県体育館 

本館競技場 生涯スポーツとして裾野が広い女性の卓球大会 

宮崎県レディース卓球連盟共催 

11 

宮崎県エンジョイスポーツフェスティバル 

未定 宮崎県体育館全館 
県総合型地域スポーツクラブによる各種スポーツの体験及び
交流大会 

県教職員互助会、県体育協会、県総合型地域スポーツクラブ共
催 

12 

笑顔でスポーツ 障がい者のためのスポーツの普及・振興事業 

平成 30年 2月 24日（土） 
宮崎県総合運動公園 

武道館（主道場） 障がい者と健常者がともに楽しめるスポーツやレクリェーシ
ョン 

13 
武道館ミニコンサート 

未定 
宮崎県総合運動公園 

武道館（主道場） コンサート実施による文化（音楽）に親しむ機会の提供 

14 

宮崎県体育館 CUP宮崎県中学生バスケットボール交歓大会 

平成 30年 3月 3・4日 

（土・日） 

宮崎県体育館 

本館競技場 
県内外の強豪校男女チームを招待して行うバスケットボール
交歓試合 

県中体連バスケットボール専門部共催 

15 
「夢はばたけ」中学生軟式野球交流試合 平成 30年 3月 3・4日 

（土・日） 

宮崎県総合運動公園 

サンマリンスタジアム宮崎 

木の花ドーム 中学校野球部を幅広く招待して行う交流大会 

16 
トレーニング無料体験会 

未定 

宮崎県総合運動公園 

宮崎県武道館 

（トレーニングルーム） トレーニングルーム利用者への無料トレーニング指導 

17 
スポーツ救急手当講習会 

随時 
宮崎県総合運動公園 

宮崎県武道館（柔道場） スポーツ救急手当講習会及び資格認定講習会 

 



 


