
１．大会等開催事業（予算額　４，９９３千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開催日時 事業内容

9月28日・29日

近年人気の高まっているトレイルランニング，トレッキング

など“市民参加型”のアウトドアスポーツのイベントを市民の
山「泉ヶ岳」中心とした会場で開催する。
※共催／仙台市・河北新報社

11月9日

タスキをつなぎながら，仲間とフルマラソン(42.195km)

の完走を目指すチームレースとして，仙台市陸上競技場

周辺の周回コース(1周1.4km)にて開催する。小学生，

ファミリー向けの10kmの部門も同時に開催する。
※共催／仙台市・仙台市陸上競技協会

２．大会教室等施設等企画事業（予算額　７９，７５０千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

各種スポーツ教室

○通年型（全40回程度）

○定期型（全4~6回） 全27教室

卓球・バドミントン等の球技や，成人向け・小中学生向け少
林寺拳法・空手・柔道等の武道，幼児体操，ベビービクス
等の多世代向けの多種多様なスポーツ教室を開催する。
諸室を有効活用し，スタジオプログラム（エアロビクス・ヨガ
等）を開催する。

一万人寒稽古 1月中~下旬
宮城県公立武道館協議会と共催。　日本の伝統的な武
道の行事である寒げい古を開催。仙台市武道館師範の
指導により，各人の技術段階に応じて稽古を行う。

シニア健康エクササイズ 年87回

高齢者向けの健康づくりエクササイズを週2回ペースで開
催。介護予防等を目的とした運動プログラムや，健康アド
バイスを実施する。
ポイント制の出席カードを配布し，参加意欲・達成意欲を
持たせ，高齢者の継続したスポーツ活動を促進している。

キッズスポーツデー 年11回
幼児と保護者で，手遊びや体操，遊具の使用を通じ，子
ども体力向上を目指す。また，保護者や幼児の交流の場
としても寄与。

オリジナルルール
フットサルリーグ

1月~2月頃

一般の男女混合でチームを組んでもらいリーグ戦を行う。
柔らかいボールを使用するなど，フットサル未経験の女性
でも安心して参加できるルールで実施。また、競技場設備
等の破損防止にも配慮。

第21回仙台市カップ
小学生バスケットボール
大会

8月30日
（仙台市スポーツ少年団共催事業）
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
等を目的としたバスケットボール大会を開催する。

剣道指導者講習会 12月下旬
講話と実技。指導者としての心構え、初心者への指導方
法などを伝達する。

各種スポーツ教室
○通年型

（全20~50回程度）

○定期型（全4~8回）

○フリー参加型

全52教室

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・アーチェリー・障害者スポーツ等，多世代向けの多
種多様なスポーツ教室を開催する。
諸室を有効活用し，スタジオプログラム（ヨガ・エクササイズ
等）を開催する。

シニア健康エクササイズ 年42回
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等
行い，高齢者の健康維持・増進を図る。事前予約が不要
のプログラム。

平成26年度　事業計画

Ⅰ　スポーツ等の普及振興事業（定款第４条第１項第１号）

事業名等

泉ヶ岳アウトドアスポーツ2014（主催）
【会場】スプリングバレー泉高原スキー場 特設会場

第4回仙台リレーマラソン（主催）
【会場】仙台市陸上競技場

青葉体育館
仙台市武道館

新田東総合運動場
(元気フィールド仙台)



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

シニア健康アクアビクス 年11回
高齢者向けに運動内容や負荷を工夫した水中でのエクサ
サイズを行い健康維持・増進を図る。事前予約が不要の
プログラム。

キッズスポーツデー 年16回
幼児と保護者で，手遊びや体操，遊具の使用を通じ，子
ども体力向上を目指す。また，保護者や幼児の交流の場
を提供する。

ボルダリング体験会
練習会・体験パック

年70回程度

小学生以上を対象に，短時間で効果的にダイエット効果
が得られる運動として，最近ブームになっているボルダリン
グに興味のある方への体験教室や練習会を開催する。子
供会や町内会向けの団体での体験会も開催する。

楽天イーグルス
放課後クラブ

年40回程度
楽天野球団との共催事業として開催する。元プロ野球選
手考案メニューを、球団公認コーチが元気に楽しく教える
教室とする。

楽天イーグルス
チアリーディングスクール

年40回程度
東北ゴールデンエンジェルスが，音楽に合わせて，あそび
を交えながら，音楽に親しむ，リズムに親しむことを目的
に，チアの基本の動きやダンスのレッスンを行う。

スケートボード
フラットスクール

年2回
施設内のパークを利用することが難しい初心者向けに，駐
車場に仮設でフラットパークを設けて開催する。スケート
ボードパークが利用できるようになることを目指す。

スケートボードコンテスト 年1回
教室の参加者だけでなく，愛好者も楽しく参加できるコンテ
ストを開催。プロスケーターの技術を見る機会を提供し，
参加者のレベルアップを図る。

障害者スポーツ教室 年1~3回

日ごろスポーツに親しむことの少ない障害のある方々へ各
種スポーツ教室（アーチェリーや水泳教室など）を開催す
る。
※仙台市障害者スポーツ協会と連携開催。

第21回仙台市カップ
小学生バスケットボール
大会

9月6日・7日
（仙台市スポーツ少年団共催事業）
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
等を目的としたバスケットボール大会を開催する。

地域指導者講習会 年1~3回
地域の指導者向けに，ニーズ対応した内容を企画し，講
習会を開催する。

各種スポーツ教室

○通年型（全40回程度）

○定期型（4~10回）

○フリー参加型

全77教室

バドミントン・卓球・テニス・幼児体操・高齢者の介護予防・
各種小学生スポーツ・水泳・流水等等の多世代向けの多
種多様なスポーツ教室を開催する。また，子育て世代を
対象とした教室については，託児付で開催し，産後の運動
不足解消や，交流の場としても寄与。
諸室を有効活用し，スタジオプログラム（エアロビクス・ヨガ
等）を開催する。

スポコン
1コース

8回

未婚の男女を対象に体育館ならではの種目を設定し多く
のスポーツ，運動に触れる機会及び，出会いの場を提供
する。

シニア健康エクササイズ 年43回
軽度なリズム体操・筋力トレーニング・ストレッチ等行い，高
齢者の健康維持・増進を図る。事前予約が不要のプログ
ラム。

キッズスポーツデー 年12回
様々な遊具やトランポリンに加え，リズム体操や手遊びな
ど企画し親子共々身体を動かすことを楽しんでもらう。

ファミスポ 年1回
バドミントンや卓球，ニュースポーツなど家族や友人で楽し
める種目を設定し体験してもらう。

楽天チアスクール 通年
楽天野球団のチアリーダーによる質の高いスクールを開
催する。チアダンスを通じて身体調整力向上および身体
活動への興味づけを行う。

新田東総合運動場
(元気フィールド仙台)

仙台市体育館



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

第21回仙台市カップ
小学生バスケットボール
大会

8月30日・31日
（仙台市スポーツ少年団共催事業）
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
等を目的としたバスケットボール大会を開催する。

第21回仙台市カップ
小学生バレーボール
大会

12月13・14日
（仙台市スポーツ少年団共催事業）
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
等を目的としたバレーボール大会を開催する。

地域指導者講習会 年1回
毎年テーマを設け、専門種目だけでなく、救急法等スポー
ツ指導者として欠かせない知識・技能等を習得し資質向
上を図る。

各種スポーツ教室

○通年型（全40回程度）

○定期型（6~10回）

○フリー参加型

全50教室

テニス・水泳・幼児体操・各種小学生スポーツ等の多世
代向けの多種多様なスポーツ教室を開催する。また，子
育て世代を対象とした教室については，託児付で開催し，
産後の運動不足解消や，交流の場としても寄与。
諸室を有効活用し，スタジオプログラム（エアロビクス・ヨガ
等）を開催する。

シニア健康エクササイズ 年48回
ストレッチ・ウォーキング・筋力トレーニング・バランストレー
ニング等行い，高齢者の健康維持・増進を図る。事前予
約が不要のプログラム。

さたでいスポーツin泉 年16回

（楽天野球団との共催事業）
家族で楽しくスポーツに親しむ機会を提供する。バドミント
ン・卓球・トランポリンなどの種目で開催する。
ベースボールスクール（野球入門コース）より，コーチが来
場し，『打つ・投げる』の基本を指導してくれます。

ベガルタ仙台
ジュニアサッカー
スクール

年50回程度

在仙プロサッカーチームのコーチによる質の高いスクール

を開催。年中~小学6年生を対象とし，受講者の目的に

応じた，レギュラーコースとレベルアップコースの2コースを
通年で開催する。

ベガルタ仙台
グラスルーツサッカーデイ

6月・9月・3月
サッカーを通してスポーツの楽しさを体験するとともに、子
供たちの社会性の向上、青少年の健全育成を目的として
開催。

ベガルタ仙台
親子サッカー教室

7月上旬
身体遊び・ボール遊び・ミニゲーム等のプログラムを通じ
親子共々身体を動かすことを楽しんでもらう。

親子でキャンプinおおくら 8月中旬
夏休みを利用し、普段体験することができないアウトドアイ
ベントを実施。カヌー・川探険・ドラム缶風呂・流しそうめん
等の野外活動をプログラムを提供する。

3on3

バスケットボール大会
12月中旬

バスケットボール正規コートの半面を使用した3人対3人の
バスケットボール大会を開催する。

一万人寒稽古 1月初旬
宮城県公立武道館協議会と共催で，日本の伝統的な武
道の寒稽古を開催する。

ちびっこ遊ぼうDAY 年23回
親子で楽しくスポーツに親しむ機会を提供する。未就学児
でも楽しめるようなスポーツイベントや，当運動場指導員に
よるリズム体操などのプログラムを提供する。

混合バレーボール大会 年6回

男子3人，女子3人の6人制バレーボールで，ネットの高さ

は一般女子の2m24cmの高さで行う。競技志向ではなく
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する。年間ポイント制による順位決定。

第21回仙台市カップ
小学生バスケットボール
大会

9月6日
（仙台市スポーツ少年団共催事業）
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
等を目的としたバスケットボール大会を開催する。

SPO＆COMスポーツ大会 2月下旬
（泉パークタウンSPO＆COMクラブとの共催事業）
バドミントン・バスケットボール愛好者に楽しんでもらう大会
として開催する。

仙台市体育館

泉総合運動場



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

仙台市手をつなぐ育成会
スポ・レクフェスティバル

9月26日
（仙台市手をつなぐ育成会との共催事業）
ニュースポーツの体験を通じて，障害者がスポーツを楽し
む機会を提供する。

弓道指導者研修会 年1回
弓道の指導者を問わず，地域のスポーツ指導者および生
涯スポーツに興味のある方に対して，指導に役立つような
内容の講習会を実施する。

各種スポーツ教室

○通年型（全28回程度）

○定期型（全5~6回）
全11教室

一般，ジュニア，親子等，各種年代のテニス教室を開催
する。
未就学児，小学生の初級者については，よりテニスに親し
めが持てるよう通年で継続した教室を開催する。

親子テニス教室 年2回
テニスを通して，親子で一緒に楽しく遊びながら親子の交
流を深めることを目的に開催する。

第4回川内シニアカップ
テニス大会

5月17日

男性55歳以上2人の合計年齢が120歳を超える方，女

性50歳以上2人の合計年齢が110歳を超える方を対象
とした大会で，楽しく生き生きと川内庭球場をご利用いた
だけるよう開催する。

第10回川内カップ
秋季ダブルステニス大会

10月19日
老若男女，友人，親子で気軽に参加できる初級者向けの
テニス大会として開催する。

テニス指導者
クリニック

9月6日
テニス部活動の顧問，指導者を始め，サークルや地域指
導者の資質向上に役立つような講義や実技を行う。

ソフトテニス指導者
クリニック

9月6日
ソフトテニス部活動の顧問，指導者を始め，サークルや地
域指導者の資質向上に役立つような講義や実技を行う。

各種スポーツ教室
○通年型（全32~36回）

6教室
幼児，小学生，成人の各種水泳教室と，水中運動・流水
等の健康づくり教室を通年で開催する。

地域指導者講習会 年1回
水泳・水中運動等の指導者に必要な知識と技術を習得
する講習会を開催する。

ちびっこサッカー教室 4コース

未就学児（４~６歳児）と，小学１~３年生を対象とした

サッカー教室を開催する。サッカーの技術の習得だけでな
く，身体を動かすきっかけづくりや，スポーツをする楽しみ
を知ってもらう機会を提供する。

サッカー大会（低学年）
及びニュースポーツで
遊ぼう！

年2回

（近隣施設の「仙台ローズガーデン」との共催）
春にはサッカー大会，秋には誰でも簡単に行える「各種
ニュースポーツ体験コーナー」を通して，気軽にスポーツ
をする機会を提供する。
近隣区域の住民の方に施設を開放する事でコミュニティ
スポーツ施設への理解と利用の促進につなげる。

親睦サッカー大会

(U-15)
年1回

北中山CGを練習会場として利用している中学生のサッ

カーチームを対象に大会を開催する。

ノルディックウォーキング 年2回
北中山地域の方を対象とし，安全に手軽に健康づくりので
きるノルディックウォーキングを体験する講習会と実技を
実施する。

地域指導者講習会 年1回
スポーツ指導者に必要な救命・救急，AED使用方法の
正しい知識と技術を習得する講習会を開催する。

各種スポーツ教室
○通年型

（全32~40回程度）

○定期型（全6~8回）

全10教室

バドミントン・卓球・幼児体操等，多世代向けの多種多様
なスポーツ教室を開催する。
諸室を有効活用し，スタジオプログラム（ヨガ，小学生ヒッ
プホップ等）を開催する。

おやこすぽーつ 月1回
トランポリン，ボール，手作り遊具などで親子で楽しく身体
を動かす機会を提供する。

シニア健康エクササイズ 年37回
シニアの体力の維持増進を目的として，ストレッチ等のプロ
グラムを実施する。事前予約が不要のプログラム。

泉総合運動場

川内庭球場

水の森
温水プール

北中山
コミュニティ
グラウンド

若林体育館



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

ミニテニス道場 年31回
ミニテニスの基本的な技術の習得を中心に，受講者のレ
ベルに応じた内容で指導を展開する。

仙台89ERS

バスケットボール
クリニック

2コース

（各16回）

在仙プロバスケットボールチームのコーチによる質の高い

クリニックを開催。小学５・６年生，中学生の２つの年代

にクラス分けし，年齢や体力・技術レベルに応じた内容で
開催する。

ヴォスクオーレ仙台
フットサルスクール

全24回

在仙プロフットサルチームのコーチによる質の高いクリニッ

クを開催。未就学児童~小学6年生にフットサルの基本的
な技術を中心に、レベルに応じた内容で開催する。

第21回仙台市カップ
小学生バスケットボール
大会

8月31日
（仙台市スポーツ少年団共催事業）
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
等を目的としたバスケットボール大会を開催する。

若林区学区民
家庭バレーボール大会

5月25日

（若林区体育学区民体育振興会との共催事業）
家庭バレーボールを通して，若林区民の健康増進と相互
の親睦を図ることを目的にし，若林区内各学区民体育振
興会対抗の大会を開催する。

若林区学区民
バドミントン・卓球大会

9月21日

（若林区体育学区民体育振興会との共催事業）
バドミントン，卓球を通して，若林区民の健康増進と相互の
親睦を図ることを目的にし，若林区内各学区民体育振興
会対抗の大会を開催する。

若林区地域スポーツ
指導者研修会

年3回

（マイタウンスポーツ協会，学区民体育振興会等の共催事業）
スポーツ指導に役立つ実技・講話等による講習会を開催
する。ウォーキングと，ミニテニス，スポーツに関する講話
を予定。

各種スポーツ教室

○定期型（全8回）
全13教室

幼児と小学生サッカー・ヨガ・ピラティス等の多世代向けの
多種多様なスポーツ教室を開催する。

アンチエイジング 年45回
ストレッチ・筋力トレーニング等のエクササイズを実施し，老
化予防を図る。事前予約が不要のプログラム。

地域指導者講習会 年1回
スポーツ指導者に必要な救命・救急，AED使用方法の
正しい知識と技術を習得する講習会を開催する。

各種スポーツ教室

○通年型（全40回）

○定期型（全8~10回）
6教室

小学生を対象としたテニス・ソフトテニス・バドミントンや，一
般を対象としたテニス等の多世代向けの多種多様なス
ポーツ教室を開催する。

バレーボール親睦大会 11月23日
競技方法を工夫し勝敗を目的とせず，参加者同士，試合
を通じてバレーボールの楽しさを体感し交流を図ることを
目標とする。

ゲートボール交流大会 6月12日

（秋保地区老人クラブ連合会と共催事業）
競技方法を工夫し勝敗を目的とせず，参加者同士，試合
を通じてゲートボールの楽しさを体感し交流を図ることを目
標とする。

親子でスポーツIN秋保 9月20日
親子でバドミントン・卓球等のスポーツを楽しんでもらうこと
で，運動の動機付け及び親子のコミュニケーションを図る
ことを目標とする。

秋保地区スポーツ
レクリエーション大会

2月22日

（秋保総合支所と共催事業）
秋保地区のコミュニティづくりと，冬期間の運動不足の解
消と運動への動機付けを図ることを目標とし，誰でも気軽
に参加できるニュースポーツを種目として町内会等地区
対抗の形式で開催する。

若林体育館

出花体育館

秋保体育館
馬場グラウンド
長袋グラウンド



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

秋保地区老人クラブ
レクリエーション
「健康体操教室」

11月7日

（秋保地区老人クラブ連合会と共催事業）
主に秋保地区老人クラブを中心に各チームに分かれゲー
ム性を取り入れた軽運動・ダンス等で身体を動かし楽しみ
ながら健康の保持増進・住民の交流を図ることを目標とす
る。

ゲートボール講習会 6月13日
高齢者の方のみでなく，幅広い年齢層で楽しむことのでき
るゲートボールの紹介と，体験を目的とした講習会を開催
する。

各種スポーツ教室

○通年型(全35~38回程度)

○定期型（全5～9回）

○フリー参加型

全14教室

小学生と一般を対象としたテニスや，幼児体操，少年野
球スクール等の多世代向けの多種多様なスポーツ教室
を開催する。
諸室を有効活用し，スタジオプログラム（ヨガ，ダンス等）を
開催する。

親子野球 年2回
親と子が触れ合いながら，野球の基本を楽しく学ぶ。親の
運動不足解消と，子どもの運動能力の向上を支援する。

フットサル大会 3月8日
フットサル愛好者がゲームで総合技術を競う場として開催
する。リーグ戦方式の予選と決勝トーナメントを行う。

フットサル

ナイタ―リーグ
年8回程度

フットサル愛好者がゲームで総合技術を競う場として開催
する。社会人対象に夜間でリーグ戦を行う。

グラウンド・ゴルフ
年間トーナメント

年24回
グラウンド・ゴルフ愛好者が，１年を通しゲームで総合技術
を競いながらプレーを楽しむ場を提供する。継続した活動
につながるよう年間ランキングも発表する。

レディース
フットサル大会

7月5日
女性のフットサル愛好者がゲームで総合技術を競う。託
児付であり，お子さんのいるスポーツ愛好者の女性を支援
する事業である。

DUO杯
少年・レディース
フットサル大会

12月7日

（総合型地域スポーツクラブ「泉パークタウンSPO&COM
クラブ」との共催事業）
大会の開催を通じ，地域の総合型クラブのスポーツ活動
をサポートする。

みんなでジャンプ 1月17日
小学生を対象にチーム対抗大縄跳び大会を実施する。
小学生のスポーツ事業を支援しつつ，地域スポーツの活
性化などを図っていく。

少年野球大会 11月15日

（総合型地域スポーツクラブ「泉パークタウンSPO&COM

クラブ」との共催事業）
小学生の野球愛好者がゲームで総合技術を競う。初心
者が野球の楽しさを感じられるよう支援する。

キッズベースボール大会 年2回

（楽天野球団との共催事業）
野球に興味のある小学生に，簡単なゲームで野球に親し
んでもらう。初心者が野球の楽しさを感じられるよう支援す
る。

チアリーディングスクール 年30回

（楽天野球団との共催事業）
楽天イーグルスの公式チアリーダーによる指導。チアリー
ディングの動きなどの技術・体力面だけでなく、マナーなど
の精神面を学ぶことによって、女性の見本となるべくレッス
ンを行う。

スポ・レクフェスティバル 9月26日
（仙台市手をつなぐ育成会との共催事業）
ニュースポーツの体験を通じて，障害者がスポーツを楽し
む機会を提供する。

秋保体育館
馬場グラウンド
長袋グラウンド

屋内グラウンド
（シェルコムせんだい）



主催施設 事業名等 開催日時 事業内容

仙台市周辺里山
トレッキング

年4回
自然を感じながら楽しく歩く。森林浴を楽しみながら野生
動物の残したものと遭遇できる。終了後は昼食をとり温泉
に入り疲れを癒してもらう。

自転車で健康づくり 年1回
メタボに悩む中高年齢の方に，膝にも優しい自転車で有
酸素運動をすることで、運動不足を解消してもらう。

ボール遊び
指導者講習会

3月8日
サッカー競技の普及・発展を図るため，U-6を対象とした
ボール遊び・体を動かすことの指導にあたる指導者の育
成を目的に実施する。

各種スポーツ教室

○定期型（全4~8回）
9教室

バドミントン・バレーボール・卓球・幼児体操・小学生体操，
太極拳・ヨガ等，多世代向けの多種多様なスポーツ教室
を開催する。

家族スポーツの日 年4回
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
きる種目を，開放型にて自由に利用できる機会を提供す
る。

ミニバスケットボール
大会

1月10日~12日
小学5年生以下の新人大会とし，ミニバスケットボール競
技を通じ，青少年の健全育成とスポーツの普及を目的に
開催する。

ミニバスケットボール
指導者講習会

1月10日
子どもにミニバスケットボールのゲームをしてもらい，実際
のプレイを見ながら，指導者技術や審判講習等を実施す
る。

地域指導者講習会 年1回
スポーツ指導者に必要な救命・救急，AED使用方法の
正しい知識と技術を習得する講習会を開催する。

各種スポーツ教室

○定期型（全8回）
全11教室

一般向けに，健康づくりを目的とした水泳・水中運動教室
を開催する。小学生向けには，水に触れ合うことを目的と
した水泳教室を開催する。

地域指導者講習会 年1回
スポーツ指導者に必要な救命・救急，AED使用方法の
正しい知識と技術を習得する講習会を開催する。

鶴ヶ谷
温水プール

屋内グラウンド
（シェルコムせんだい）

泉海洋センター

※スポーツ教室

○通年型・・・開催の曜日・時間は固定し1年間を通して開講する。技術力の向上とともに定期的な運動の機会を提供すことを目的とする。

○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り，基本技術の習得を目的とする。

○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ことを目的とする。



３．助成事業等（予算額　１１，３５０千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名等

スポーツ大会
開催・派遣等助成

マイタウン
スポーツ

活動支援助成

総合型
地域スポーツクラブ

育成助成

マイタウンスポーツ
協会運営補助

スポーツ団体の
事務局運営業務

名義・共催等

　　　 （予算額　３，０１８千円）

事業名等

河北ウィークリー
への情報掲載

ホームページ
の運営

スポーツ等
情報収集・提供

（予算額　４８，０９８千円）

事業名

仙台市スポーツ振興事業団ホームページの運営。

インターネットサイト『仙台スポーツ情報ナビ（http://www.spf-sendai.jp）』を介して，事業団及
び他団体の指定管理者が実施する各種事業に関する広報を行うほか，公益団体として仙台市内の身
近なスポ－ツ情報に関して広く取り扱う。

事業内容

国際大会又は全国規模の大会の開催及び出場選手に対する助成を行う。

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う。

　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（学区民体育振興会対象）

　スポーツイベント開催助成金　50,000円以内（総合型地域スポーツクラブ対象）

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

各区マイタウンスポーツ協会の運営費を補助する。

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の各事務局運営業務を行う。

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
するもの。

Ⅱ　スポーツ等の情報収集・提供及び調査・研究事業（定款第４条第１項第２号、第３号）

事業内容

年　15　回

※河北ウィークリー／週一回・40万部発行

市民の多様なニーズに対応するため、民間を含むスポーツ施設やスポーツ教室，同好会，イベント等の
情報を収集し，スポーツに関する問合わせに対して回答する。

Ⅲ　仙台市からの受託事業（定款第４条第１項第４号）

事業内容

スポーツ施設等
運営総括業務

・スポーツ施設に関する総合案内窓口「スポーツナビゲーションセンターせんだい」の設置等

・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



Ⅳ　スポーツ施設の管理運営（定款第４条第１項第５号）　（予算額 1,022,982千円）　　　

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

指定期間及び所要経費 （単位：千円）

施　設　名　称 指　定　期　間 平成２６年度所要経費

平成２６年度予算額　　１２８，９２１

（スポーツ教室等経費　５，４１０）

平成２６年度予算額　　２２９，６９４

（スポーツ教室等経費　２０，１０１）

平成２６年度予算額　　２１６，０５９

（スポーツ教室等経費　１９，２７９）

平成２６年度予算額　　１０１，００４

（スポーツ教室等経費　９，６７４）

平成２６年度予算額　 　１８，３２６

（スポーツ教室等経費　２，２１）

平成２６年度予算額　 　６５，９２６

（スポーツ教室等経費　１０，２１１）

平成２６年度予算額　 　４１，３９９

（スポーツ教室等経費　４，０５７）

平成２６年度予算額　 　１８，５４６

（スポーツ教室等経費　１，３０８）

平成２６年度予算額　 　２０，５６２

（スポーツ教室等経費　２，１２６）

平成２６年度予算額　　９８，０６２

（スポーツ教室等経費　３，６８３）

平成２６年度予算額　　８４，４８３

（スポーツ教室等経費　１，６８８）

水の森温水プール
北中山コミュニティグラウンド

川内庭球場

泉総合運動場

仙台市体育館

新田東総合運動場
 （元気フィールド仙台）

  市民局施設の１７箇所３０施設の管理運営、それ以外の市民局所管スポーツ施設及び建設局所管有料公
園の使用申込受付、使用料収納及び還付業務を行う。

平成２５年度～平成２７年度

平成２５年度～平成２７年度

平成２５年度～平成２７年度

平成２５年度～平成２７年度
青葉体育館

仙台市武道館

平成２３年度～平成２７年度

平成２２年度～平成２６年度

平成２５年度～平成２９年度

平成２２年度～平成２６年度

平成２４年度～平成２８年度

出花体育館

若林体育館

平成２２年度～平成２６年度

平成２２年度～平成２６年度
泉海洋センター

高砂庭球場
鶴ケ谷温水プール

屋内グラウンド
（シェルコムせんだい）

秋保体育館
長袋グラウンド
馬場グラウンド



Ⅴ　仙台市との関連事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名等

体育の日
マイタウン
スポーツデー

仙台市マイタウン
スポーツ活動
推進協議会

ホームページ運営

元気はつらつ
チャレンジカード※

せんだいスポーツ
トワイライトパス※

第24回

仙台国際ハーフ
マラソン大会

（杜の都ハーフ2014）

第31回
全日本

大学女子駅伝
対校選手権大会

第32回
全日本実業団対抗
女子駅伝競走大会

仙台市共催事業への各種ランニングイベントで培ったノウハウをもとに運営を協力。

新しい仙台ブランドのスポーツイベントとし，杜の都仙台を舞台に平成17年より開催。

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。

平成26年10月26日(日)開催予定

宮城県・仙台市共催事業へ各種ランニングイベントで培ったノウハウをもとに協力。

平成23年より宮城・仙台を舞台に開催。

各地区の予選会を勝ち抜いた22チーム（＋基準タイムをクリア）した実業団の女子日本一を決める大
会。

平成26年12月14日(日)開催予定

※については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，施設の指定管理者としてカードの作
成・配布，広報について協力している。また，利用統計業務については事務局で取りまとめの協力をしている。

事業内容

「体育の日」の事業として，各区マイタスポーツ協会と拠点館が連携し，各区スポ・レク祭の開催するとと
もに，在仙プロスポーツ球団と連携し，各種スポーツ教室を開催。その他，各施設の企画により「市民参
加型イベント」を開催するほか，施設の無料開放等を実施する。
※共催／仙台市，各区マイタウンスポーツ協会

マイタウンスポーツ活動推進事業の一環として，「仙台」「スポーツ」をキーワードにした投稿型のコミュニ
ティサイトを運営する。
①スクール・イベントに参加しませんか？
②サークル・チームの参加者募集
③“今”が分かるスポーツブログ

以上，３カテゴリーの市民参加型情報サイト

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の普及

（利用回数に応じて利用料金が無料になる制度）

午後5時以降に利用できる格安の施設共通利用定期券の普及

（第１種　3,000円／月　・　第２種　1,600円／月）

全国各地より市民ランナーが集い開催される1万人規模のランニングイベント。ビギナー向けの５kmや

小中学生向けの２kmの部も同時に開催。

【参加予定人員】

・ハーフ（登録・一般の部）／11,000名

・ハーフ（車いすの部）／50名

・５kmの部／2,500名

・２kmの部／500名

平成26年5月11日（日）開催


