
平成２９年度 事業報告 

Ⅰ． スポーツ等の普及振興事業（定款第４条第１号） 

１． 大会等開催事業 （経費：7,049 千円） 

事  業  名 事 業 内 容 当日参加者数（人） 

第 27 回仙台国際
ハーフマラソン大会 
（5/14）（主催）

1 万人規模のランニングイベントであり、ハーフ（陸連登録・一
般・車いす）、ビギナー向けの 5km、小中学生・60 歳以上の
2km のカテゴリーを設けて開催した。

ハーフ  10,756
5km    1,880 
2km   355 
観衆   51,000 

仙台泉ヶ岳トレイルラン 2017
（9/23・24）（主催）

泉ヶ岳を会場に、33km・17km・12km・3km のトレイルラ
ンレースや、トレイルランクリニック等、市民参加型のアウトドア
スポーツイベントとして開催した。前年に引き続き、泉ヶ岳悠・
遊フェスティバルと同日開催。

参加者 839 
観衆 500

第 7 回仙台リレーマラソン
（11/11・12）（主催）

6 人~15 人のメンバーで、仙台市陸上競技場トラックとその外
周の 1 周 1.4km 特設コースを、タスキリレーで 42.195km
または 10km 走るチームレースとして開催した。 

参加者 5,479 
（541 チーム） 

【第 27 回仙台国際ハーフマラソン大会】

【仙台泉ヶ岳トレイルラン 2017】

【第 7 回仙台リレーマラソン】 



２． 大会・教室等施設企画事業（経費：69,144 千円） 

①  青葉体育館・仙台市武道館 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 
・フリー参加型  

卓球、バドミントン、各種武道、フラダンスなど 
スタジオ系（ヨガ・エアロｄｅシェイプなど）     年間 108 プログラム 

 
9,596 

 

1 万人寒稽古 宮城県公立武道館協議会と共催で毎年実施している行事。（1/19） 57 

シニア健康エクササイズ シニアの健康維持を目的とし、通年で開催することにより運動習慣づ
くりを狙いとした。（年 84 回） 15,794 

キッズスポーツデー 親子で楽しく身体を動かして遊べるように、各種遊具やゲームなどの
プログラムを提供した。（年 11 回） 902 

地域スポーツ指導者講
習会 

地域の指導者を対象に講習会を実施し、資質の向上を図った。（年
1 回）（剣道指導者講習会） 16 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

②  川内庭球場                          

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

テニス教室 
・定期型 
・通年型 

キッズ・ジュニア・初級（一般・中学生以上・未就学児）など 12 教室 2,993 

親子テニス教室 小学生と保護者を対象にした初心者向けの教室（年 2 回） 54 

第１３回川内カップ秋季
ダブルステニス大会 

小学生から一般までの初級者を対象に楽しく試合を体験してもらうこ
とを目的に開催。（10/15） 

40 組 
80 

第７回川内シニアカップ
テニス大会 

60 歳以上のシニアのペアを対象に生きがいづくりを目的に開催。
（6/3） 

16 組 
32 

地域スポーツ指導者講
習会 

テニスとソフトテニスの指導者を対象として、講習会を実施し、資質の
向上を図った。（年 2 回） 27 

 
    

 

 

1 万人寒稽古 剣道指導者講習会 フラダンス アロマヨガ 

  
秋季ダブルステニス大会 秋教室 午前の部 親子テニス教室 指導者講習会 



③ 新田東総合運動場（元気フィールド仙台） 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 
・通年型 

水泳、アクアビクス、テニス、各種小学生スポーツ、スケートボード、
太極拳、ヨガ、障害者対象スポーツ教室を開催した。（38 教室） 19,697 

シニア健康エクササイズ 
シニアフィットネス 

シニアの健康維持を目的とし、ストレッチやリズムウォーキング、軽い
筋力トレーニングを行った。事前予約不要のプログラム。（年 57 回） 1,725 

シニア健康アクアビクス シニアの健康維持を目的とした水中でのエクササイズ。事前予約不
要のプログラム。（年 11 回） 137 

シニア健康グラウンド・ゴ
ルフ 

シニアの健康づくりと交流、フリースペースの活用として、芝生広場で
開催した。（年 9 回） 107 

キッズスポーツデー 親子で楽しく身体を動かして遊べるように、各種遊具やゲームなどの
プログラムを提供した。（年 16 回） 1,911 

ボルダリング体験会 
・ワンポイントレッスン 

小学生以上を対象にした体験会。子供会や町内会向けの団体での
体験会も企画した。宮城県山岳連盟の講師によるワンポイントレッス
ンも開催した。（年 34 回） 

975 

アーチェリー体験教室・
検定会 

アーチェリーを体験することから始め、興味のある方は検定会にも参
加できる。（年 22 回） 136 

仮設スケートボード 
フラットパーク・スクール 

平日の駐車場空きスペースを活用して、初心者が安心して練習でき 
る場所として、フラットエリアを仮設で設置、スクールも開催した。（年 
9 回） 

318 

クライミングコンペ仙台
大会 

宮城県山岳連盟と共催にて、国体代表選手選考会を兼ね、キッズ
からオープンクラスまでのボルダリング部門を開催した。 120 

地域スポーツ指導者講
習会 

スポーツ指導者を対象に講習会を実施し、資質の向上を図った。ジョ
ギングクリニック、ボルダリング体験等。（年 6 回） 179 

障害者スポーツ教室 障害者アリーナ、ＳＴＴ室等を使用し、各種スポーツ教室を開催した。 
仙台市障害者スポーツ協会と共催。（年 11 回） 105 

仙台市障害者スポーツ
協会会長杯精神障害者
フットサル大会 

精神障害者フットサルの競技力向上と、フットサルを通して交流を図 
り楽しさや喜びを共感し社会参加の促進を図ることを目的として開催
した。 
仙台市障害者スポーツ協会と共催。 

31 

パラスポ仙台（水泳） 
障害のある方を対象にパラリンピック競技の体験を通して、各泳法を
学ぶ。 
仙台市障害者スポーツ協会と共催で開催した。（年 2 回） 

7 

 

 

 

 

 
シニア健康グラウンド・ゴルフ 

 

アーチェリー体験教室 ボルダリング体験会 
   

スケートボードフラットパーク 



④ 出花体育館・高砂庭球場 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室（出花） 
・定期型 
・フリー参加型 

ヨガ、ピラティス、サッカー教室など 12 教室 
アンチエイジングプログラム 49 回 3,349 

地域スポーツ指導者講
習会（出花） 

地域の方を対象に救命・救急・AED 講習会を実施し，資質の向上を
図った。（年 1 回） 7 

 

 

⑤ 仙台市陸上競技場・宮城野原公園総合運動場（弘進ゴム アスリートパーク仙台） 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・通年型 
・定期型 
・フリー参加型 

テニスやヨガ、バレトン等フィットネス系種目、子ども体操教室、小学
生ランニングスクールや陸上クリニックなど対象ごと多種目開催。 
（通年型 5 教室／定期型 10 教室／フリー参加型 8 教室） 

6,723 

シニア健康エクササイズ シニアの健康維持を目的とし、ストレッチやリズム体操、軽い筋力トレ
ーニングを実施。事前予約不要のプログラム。（通年 41 回） 469 

仙台ハーフ練習会 主に仙台ハーフでの完走、好タイムを目指すランニング愛好者を対
象にした指導プログラムを実施。 ※要事前予約（全 14 回） 226 

楽天弟子入り体験 
（小学生スポーツデー） 

楽天野球団との共催事業。陸上競技場とスタジアムで市内小学校を
対象とした各種体験プログラムを実施。陸上競技場ではチアダンス、
ベースボールスクール、栄養講座を実施 （5/9） 

493 

楽天マラソン・駅伝大会 
（健康ウォーキング含む） 

楽天野球団との共催事業。陸上競技場から公園内外周を通ってス
タジアム内を経由するコースで、少年野球チームを対象としたマラソ
ン・駅伝大会と一般参加可能な健康ウォーキングを実施 （2/11） 

1,636 
 

フライデーナイトリレー 
マラソン 

主に勤労者のランニング愛好者を対象としたリレーマラソン大会を夏
の平日夜間に開催。翌日休みの人が多い金曜日に設定。（9/1） 629 

女子サッカーフェスティ
バル 

なでしこリーグ「ベガルタレディース」のホームゲーム後に女子を対象
としたフェスティバルを開催。試合後の選手も参加。 65 

陸上競技指導者講習会 陸上競技の指導者を対象とした講義と実技の講習会を実施。（3/3） 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ヨ ガ サッカー ピラティス&ストレッチ テニス 

楽天共催：弟子入り体験 陸上クリニック（小学生） 仙台ハーフ練習会 楽天共催：マラソン・駅伝大会 



⑥ 若林体育館 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 
・フリー参加型 

ヨガ、テニス、バドミントン、ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ、ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽなど 7 教室 
ミニテニス道場 (36 回)、シニア健康エクササイズ（36 回） 4,102 

おやこスポーツ トランポリン、ボール、手作り遊具などを使って親子で楽しく身体を動 
かす機会を提供した。(年 12 回) 281 

ヴォスクオーレ仙台 
フットサルスクール 

幼児から小学生を対象に、プロフットサルリーグで活躍する選手を講
師として通年開催。（年 32 回） 1,443 

すぽーつ塾 幼児と小学生を対象に、運動の苦手な方でも安心して受講できるス
ポーツ版の学習塾として開催。（年 24 回） 603 

親子ですぽーつ塾 幼児の親子を対象に、一緒に体を動かす機会を提供。（年 5 回） 22 

すぽーつ塾特別版  
跳び箱・鉄棒教室 

小学生低学年を対象に、跳び箱・鉄棒の苦手を克服する機会を提
供。（年 5 回） 30 

地域スポーツ講習会 ミニテニス研修会、ウォーキング研修会（年 2 回開催） 114 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

⑦ 仙台市体育館（カメイアリーナ仙台） 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・通年型 
・定期型 
・フリー参加型 

「通年型」「定期型」「フリー参加型」の 3 種の参加形態で、フィットネ
ス、水泳・水中運動、球技等の多種目を、対象は、未就学児からシ
ニアまでと多世代が参加できるようなプログラムを開催した。 
・通年型／年間 21 プログラム 
・定期型／年間 70 プログラム 
・フリー参加型／年間 11 プログラム 
【新規】 こころからだスッキリヨガ、バランスボールエクササイズ 

37,311 

第 24 回仙台市カップ 
小学生スポーツ大会 
①バスケットボール 
②バレーボール 

競技を通してスポーツ技術の向上と少年少女の健全育成を目的とし
て仙台市体育館等で実施した。 
① 9/2・3・9・10  
② 11/25・26 

①91 チーム  
1,187 

②30 チーム 
277 

おでかけプログラム 
職員が地域に出向いてスポーツを指導。学校行事や PTA 行事・企
業のレクリエーション等の場でニュースポーツ等のプログラムを提供し
た。（年 17 回） 

3,706 

地域スポーツ指導者講
習会 

未就学児の保護者と 60 歳以上の方を対象に、年齢や身体の状況
に合わせた栄養や食事について、栄養食品の情報提供を含めて栄
養講座を開催した。（年 2 回） 

150 

 
 

バドミントン教室 おやこスポーツ シニア健康エクササイズ ヴォスクオーレ仙台フットサルスクール 

   
キッズスポーツデー

 

バランスボールエクササイズ ヨ ガ ヒップホップ 



⑧ 秋保体育館・長袋グラウンド・馬場グラウンド 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 小学生バドミントン、小学生テニス、一般テニスなど 16 教室 1,915 

スポーツデーIN 秋保 バドミントン・卓球・輪投げ等のスポーツ通して、親子で楽しくスポーツ
に親しむ機会を提供した。（6/17） 3 

ゲートボール大会 
バレーボール大会 

勝敗にこだわらず、参加者が試合を通じて、スポーツの楽しさや秋保
地区住民の交流を図ることを目的とし開催した。 
ゲートボール大会（6/8） 
バレーボール大会（11/19） 

 
 

40 
100 

地域スポーツ指導者講習

会（グラウンド・ゴルフ） 
ニュースポーツ体験会 
（がんばれ秋保っ子） 

地域の方を対象に講習会を実施し、資質の向上・交流の機会を提供
した。（グラウンド・ゴルフ講習会）（11/7) 
地域の小学生にニュースポーツを体験してもらった。(10/15) 

40 
 

50 

健康体操教室 老人クラブ連合会と連携し、ゲーム性を取り入れた軽運動で身体を動
かし、健康増進と住民の交流を図った。（10/3） 50 

秋保里山トレッキング 
【新規】 

シェルコムせんだいと連携し、秋保の豊かな自然を満喫し、トレッキン
グを楽しんでもらった。（11/1） 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラウンド・ゴルフ講習会 小学生バドミントン教室 

 

小学生テニス教室 秋保里山トレッキング 

 



⑨ 泉総合運動場  

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・通年型 
・定期型 

テニスやサッカー、水泳、ヨガをはじめとしたフィットネス系など、屋内
外で 1 年を通して各種教室を開催した。 15，419 

1 万人寒稽古 
（剣道・なぎなた・古武道・柔

道・合気道・弓道） 

県内の武道館で毎年実施している統一行事の一環として実施した。
（1/5,6,11,12） 631 

親子でキャンプ 
in おおくら 

大倉ふるさとセンターとその周辺の自然フィールドに出向いて、親子
での各種アウトドアイベントを開催した。日常では味わえない体験をす
ることで、親子の絆を深め、夏休みの思い出づくりとなるよう提供した。 

20 

さたでいスポーツｉｎ泉 親子で楽しく身体を動かして遊べるように、各種遊具やゲームなどの
プログラムを提供した。（年 13 回） 2,638 

3x3 バスケットボール 
大会 

若年層を中心に人気の 3 人制バスケットボールを、オリジナルルー
ルにて開催した。（12/17） 

79 チーム
338 

男女混合バレーボール
大会 

幅広い年齢層の方にバレーボールの楽しさを知ってもらうことを目的
に開催した。 

39 チーム 
368 

ちびっこ遊ぼうＤＡＹ 親子で楽しくスポーツに親しむ機会を提供するため、未就学児でも楽
しめるようなリズム体操等を実施した。（12 回） 669 

シニア健康エクササイズ シニアの健康維持を目的とし、通年で開催することにより運動習慣づ
くりを狙いとした。（年 39 回） 2,374 

ベガルタ仙台 
親子サッカー教室 

親子で一緒にスポーツをすることにより楽しい時間を共有し、絆を深
めることを狙いとした｡（年 1 回） 85 

【地域スポーツ指導者講
習会】 
弓道指導者研修会 

弓道指導者または指導者を目指す方々を対象とした研修会。弓道
指導に必要な知識・技能の向上を図り、地域でのスポーツ指導に役
立てることを目的とし、実施した。 

30 

おでかけプログラム 地域のスポーツ振興に寄与することを目的に、小学校 PTA 行事など
に出向き、プログラムを提供した。 

25 件 
2,293 

栄養セミナー 
【新規】 

高齢者や子供たちを対象に健康づくりや運動に必要な栄養・食事の
摂り方についてのセミナーを実施した。 （(株)明治：タイアップ事業） 

5 件 
96 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
３x３バスケットボール大会 1 万人寒稽古 親子でキャンプ in おおくら おでかけプログラム（職員派遣） 



⑩ 泉海洋センター  

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 

小学生テニス、サッカー/体操（幼児・小学低学年）、バレーボール、
バドミントン、ヨガ、卓球、トランポリンなど  22 教室 
【新規】 ５歳児トランポリンであそぼう、小学 1・2 年生トランポリンで
あそぼう、小学生バドミントン教室、小学生バドミントン教室（短期）、短
期ヨガ教室 

2,618 

第 35 回ミニバスケット
ボール新人大会 

日頃、泉海洋センターで活動している小学生を中心として相互の交
流と技術向上を図るため開催した。（1/6～8） 

18 チーム 
308 

第 35 回泉海洋センター
杯小学生剣道大会 

泉区剣道連盟剣友会の小学生を対象に泉区剣道連盟との共催事
業として団体戦・個人戦を開催。（3/11） 

18 団体 
140 

家族スポーツの日 スポーツを通して親子や家族の絆が深まるよう手軽にできるスポーツ
の場を提供した。（年 4 回） 471 

地域スポーツ指導者講
習会 

地域の方を対象に救命・救急・ＡＥＤの講習会を実施し、資質の向上
を図った。（10/18）（普通救命講習会） 
子供達がミニバスケットボールのゲームをして、そのプレイを見なが
ら、指導ポイントや審判法を学んだ。（1/6）（ミニバスケットボール審
判講習会） 

7 
 

23 
 

 
 
  

 

⑪ 北中山コミュニティグラウンド 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 ノルディックウォーキング、ヨガ教室、ちびっこサッカー教室など 5 教室 386 

地域スポーツ指導者講
習会 

地域の方を対象に講習会を実施し、資質の向上を図った。 
（初級救命講習会）（年 1 回） 8 

ニュースポーツで遊ぼう
（低学年サッカー） 

小学校の低学年を対象にサッカーやニュースポーツを通して、気軽
にスポーツを楽しむ機会を提供した。 50 

北中山コミュニティグラウ
ンド杯サッカー大会 
Ｕ-10 / Ｕ-15 

施設を練習会場として利用している小・中学校のサッカーチームを対
象に大会を開催した。(3/17，18) 

Ｕ-10 
5 チーム/58 
Ｕ-15 
5 チーム/60 

ローズガーデン杯サッカ
ー大会 

隣の施設、社会福祉法人太陽の丘福祉会 仙台ローズガーデンとの
共催事業。小学 1～4 年生までの選手を対象に、2 日間にわたって
サッカー大会を開催した。 

58 

 

第 35 回ミニバス新人大会 

 

  
体操教室

 

第 35 回小学生剣道大会 小学生テニス教室 

 

  

  

北中山 CG 杯サッカー大会 ノルディックウォーキング 

 

 
救命講習会 ローズガーデン杯サッカー大会 



楽天親子野球教室 シェルコムフットサル大会 グラウンド・ゴルフ大会 

⑫ 屋内グラウンド（シェルコムせんだい） 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
各種事業等 

テニス、ヨガ、健康シェイプ、親子ＤＥビクス、ちびっこサッカー、トレッ
キングなど全 17 事業を開催。 7,656 

グラウンド・ゴルフを楽し
もう！！ 

毎回木曜日に開催。天候に左右されずグラウンド・ゴルフを楽しんで
いただこうと 4 月～12 月まで 31 回開催した。 2,242 

楽天親子野球教室 
親子のふれあいや、野球を通してスポーツの楽しさを学ぶことができ
る教室。親の運動不足解消や子供の運動能力の向上も目指し、春・
秋の 2 回開催した。（4/9，11/19） 

126 組 
252 

第 15 回シェルコム 
フットサル大会 

7 月 2 日（日）開催。小学生低学年の部とオーバー35 の部の 2 つ
のカテゴリーで開催。リーグ戦方式の予選と決勝トーナメントを行っ
た。 

15 チーム 
135 

グラウンド・ゴルフ大会 
木曜日開催グラウンド・ゴルフを楽しもう！！にご参加いただいている
皆さんのために、春季大会（5/25）、クリスマス大会（12/14）を開催
した。 

143 

みんなでジャンプ！ 
シェルコム大会 

泉区中央市民センターとの共催事業。1 チーム跳び手 8 名以上、
回し手 2 名の計 10 名以上のメンバーでチームワークを大切に何回
跳べるかを競うイベント。 

600 

 

 

※スポーツ教室 

通年型…開催の曜日・時間は固定し、1 年間通して開講する。技術力の向上とともに定期的な運動の機会を提供するもの。 

定期型…設定した期間の中で複数回開講する。運動を継続するための動機付けを図るもの。 

フリー参加型…受講者の都合に合わせて参加できる 1 回限りの教室。気軽に運動を楽しむ機会を提供するもの。 

  

グラウンド・ゴルフを楽しもう！！ 

 

 

 



３． 仙台市・他団体との関連事業 

 

事業名称 事業内容 参加者数等 

【体育の日】 
マイタウンスポーツデ
ー事業 

体育の日に市内スポーツ施設において無料開放や各種プログ
ラム、各区スポーツ協会によるスポーツレクリエーション祭を実
施した。（10/9） 

18,701 人 

プロスポーツ支援 

在仙プロスポーツ球団が多くの市民に愛され、地域に根付い
た球団となるように支援することを目的としている。 
B リーグ１部の復帰を目指した、仙台 89ERS ホームタウン協
議会の事務局を担った。（仙台ベルフィーユサポート協議会は 
活動休止中。） 

 

元気はつらつチャレン
ジカード ※ 

高齢者のスポーツ活動を活性化させ、体力や健康の維持増
進を目的に、65 歳以上の施設利用者を対象としたポイントカ
ードシステムにより、高齢者の利用促進を図った。 

2,880 枚配布 

せんだいスポーツトワ
イライトパス ※ 

午後 5 時以降に利用できる格安の施設共通利用定期券によ
り、市民が気軽に継続してスポーツができる機会の動機付けを
図った。 

1 種 4,691 枚 
2 種 3,024 枚 

第 35 回全日本大学 
女子駅伝対校選手
権大会（協力） 

平成 17 年より開催地を大阪から仙台に移し開催。仙台市内
中心部 38.0km／6 区間のコースを舞台に、全国各地区の
代表 26 チームによる大学女子日本一を決める大会。 
愛称：杜の都駅伝（10/29） 

参加者 156 人 
（26 チーム） 

観衆  60,000 人 

第 37 回全日本実業
団対抗女子駅伝競
走大会（協力） 

平成 23 年より開催地を宮城・仙台に移し開催。松島町をスタ
ートし仙台市陸上競技場をフィニッシュにする 42.195km／ 
6 区間のコースを舞台に、実業団女子日本一を決める大会。
愛称：クイーンズ駅伝 in 宮城（11/26） 

参加者 132 人 
（22 チーム） 

 
 
※施設を利用する上での利用料金の割引制度であり、施設設置者としての仙台市の事業である。事業団としては、施設管理者として
カードの作成・配布、広報や統計業務で協力している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４． 支援運営事業等 

 

事業名 事業内容 件数等 

スポーツ大会開催・
派遣等助成 

国際又は全国規模の大会の仙台市内での開催及び市外で開催
される全国規模以上の大会に出場する選手に対する助成を行っ
た。 

開催助成  2 件 
派遣助成 78 件 
交流助成 28 件 

マイタウンスポーツ 
活動支援助成 

学区民体育振興会が主催する運動会や地域団体が主催するス
ポーツイベントの開催助成を行った。 

（学区民体育振興会対象） 
・運動会助成金 17,000 円以内 
・スポーツイベント開催助成金 20,000 円以内 
（総合型地域スポーツクラブ対象） 
スポーツイベント開催助成金 50,000 円以内 

運動会 90 件 
イベント 38 件 

総合型地域スポー
ツクラブ育成助成 

総合型地域スポーツクラブの設立及び運営に対して助成する。 
創設助成金 50 万円以内 
運営助成金 30 万円以内 

創設 0 団体 
運営 0 団体 

スポーツ団体の事
務局運営業務 

仙台市体育協会*、仙台市スポーツ少年団、仙台市学区民体育
振興会連合会、仙台市マイタウンスポーツ活動推進協議会、各
区マイタウンスポーツ協会の事務局運営業務を行った。 
（＊仙台市体育協会：平成 30 年 4 月 1 日より「仙台市スポーツ
協会」に名称変更） 

 

スポーツコミッショ
ンせんだい事務局
運営業務 

スポーツイベントの誘致による交流人口の拡大や地域の活性化を
図るため、開催助成やその他支援を行うとともに、併せて、スポー
ツに参加する機会の拡大やスポーツを支える環境の充実を図るこ
とを目的に各種事業を行った。 

主催・開催支援 
28 件 

（うち、補助金交付 
4 件） 

名義・共催等 各スポーツ実施団体の申請に基づき事業団の名義を（共催・後
援）使用することにより事業実施を支援した。 40 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ． スポーツ等の情報収集・提供及び調査・研究事業（寄附行為第４条第２号、第３号）  

（経費：2,696 千円） 

事業名 事業内容 

スポーツ情報の提供 
「河北ウイークリー」記事掲載（年 18 回）    発行部数 約 440,000 部/回 
民間施設を含むスポーツ教室、イベント、同好会等の情報を収集し、市民への情報提供
を行った。 

ホームページの運営 

事業団 HP（http://www.spf-sendai.jp）の運営 
→インターネットを介して事業団が実施する各種事業に関する広報を行うほか、公益団
体として情報公開に努めた。また事業団が管理している施設，他団体が管理している施
設の専用ホームページをサイト内に設置している。 
 
【サイトの利用状況（年間）】 
●訪問数 ／ 659,657 
●ページビュー数 ／ 3,020,731 
 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ． 仙台市からの受託事業（定款第４条第１項第４号） 

（単位／千円） 

事業名 事業内容 所要経費 

スポーツ施設等  
運営総括業務 

民間指定管理者の導入に伴い施設間の管理運営、修繕及び利用に係る
調整業務並びに広報等の実施 

77,568 

スポーツナビゲーションセンターせんだいの設置・運営 

 

 

Ⅳ． スポーツ施設等の管理・運営（定款第４条第１項第５号）  

１． 指定管理者として仙台市のスポーツ施設の管理運営を行うもの 

（単位／千円） 

施設名称 指定期間 平成２９年度所要経費 

青葉体育館 
仙台市武道館 

平成 28 年度～平成 32 年度 

平成 29 年度決算額    145,569 

川内庭球場 平成 29 年度決算額     23,741 

新田東総合運動場 平成 28 年度～平成 32 年度 平成 29 年度決算額    276,348 

出花体育館 
高砂庭球場 

平成 27 年度～平成 31 年度 平成 29 年度決算額     22,048 

仙台市陸上競技場・ 
宮城野原公園総合運動場 

平成 29 年度～平成 33 年度 平成 29 年度決算額     83,503 

若林体育館 平成 25 年度～平成 29 年度 平成 29 年度決算額     47,182 

仙台市体育館 平成 28 年度～平成 32 年度 平成 29 年度決算額    252,668 

秋保体育館 
長袋グラウンド 
馬場グラウンド 

平成 29 年度～平成 33 年度 平成 29 年度決算額     24,143 

泉総合運動場 

平成 28 年度～平成 32 年度 

平成 29 年度決算額    150,522 

泉海洋センター 平成 29 年度決算額     25,567 

北中山コミュニティグラウンド 平成 29 年度決算額     11,547 

屋内グラウンド 平成 27 年度～平成 31 年度 平成 29 年度決算額     101,117 

 



　　(指定管理者として管理運営を行った施設）

青葉体育館 競技場等 106,204 秋保体育館 競技場等 19,641

トレーニング室 42,481 会議室等 461

会議室等 41,973 計 20,102

計 190,658

長袋グラウンド 6,185

仙台市武道館 武道館 90,016

会議室等 2,647 馬場グラウンド 1,798

計 92,663

泉総合運動場 競技場等 85,130

川内庭球場 69,809 トレーニング室 25,425

会議室等 11,805

新田東総合運動場 競技場等 189,285 グラウンド 59,781

トレーニング室 54,882 武道館 52,374

会議室等 31,053 庭球場 78,925

温水プール 69,190 プール 6,278

野球場 77,459 サッカー場 42,507

計 421,869 計 362,225

出花体育館 競技場等 29,065 屋内グラウンド 競技場等 187,444

会議室等 3,279 会議室等 22,351

計 32,344 計 209,795

高砂庭球場 3,836 泉海洋センター 競技場等 29,119

会議室等 4,395

仙台市陸上競技場 競技場等 217,492 計 33,514

会議室等 19,131

計 236,623 グラウンド 10,618

和室 1,188

若林体育館 競技場等 80,041 計 11,806

トレーニング室 13,476

会議室等 12,531

計 106,048 全施設合計 2,282,908

仙台市体育館 競技場等 342,731

トレーニング室 66,672

会議室等 32,201

温水プール 42,029

計 483,633

2. 平成29年度スポーツ施設利用者数

北中山コミュニ
ティグラウンド
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