
令和元年度 事業報告 
 

Ⅰ．スポーツ等の普及振興事業（定款第４条第１項第１号） 

１．大会等開催事業 （経費：5,905千円） 

事  業  名 事 業 内 容 当日参加者数（人） 

第 29回仙台国際 
ハーフマラソン大会 
（5/12）（主催） 

新緑の杜の都を舞台に、全国各地より 1 万人を超えるランナー
が集う国内屈指のハーフマラソン大会。ハーフ（陸連登録・一
般・車いす）の他、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  10,962 
 5km     1,917 
 2km      319 
観衆    76,500 

仙台泉ヶ岳トレイルラン2019 
（9/21・22）（主催） 

泉ヶ岳を会場に、27km・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。 

参加者 943 
観衆 500 

第 9回仙台リレーマラソン 
（11/9・10）（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 5,262 
（512チーム） 

小学生陸上クリニック 
（7/20）（主催） 

小学生低学年(1~3年生)と高学年(4~6年生)に分けて、走る
ことの楽しさや跳ぶ・投げる等の陸上競技の基本動作について学
ぶことを目的に開催した。 【講師】仙台市陸上競技協会 

小学低学年 82 
小学高学年 79 

仙台街フォトロゲ 2020 
（3/7）（主催）【中止】 

アスリートから家族まで、幅広いレベルを対象に、2~4人のチーム
で、地図をもとにチェックポイントを回り得点を集めて競う、フォトロ
ゲイニング競技を企画した。 

申込者 237 
（85チーム） 

※新型コロナウイルスの

影響で開催中止 

第 3回楽天イーグルス駅伝
マラソン大会（共催）（2/9） 

陸上競技場と楽天生命パーク宮城を会場とした、小学生向けの
駅伝・マラソン大会。大会を通じチームワークの大切さやスポーツ
の楽しさを感じてもらうことを目的に開催した。 
【主催】楽天野球団 【協力】仙台市少年野球連盟 

参加者 1,566 
  観衆 3,700 

【新規】 
かけっこ教室×いのちの教室
（3/28）【中止】 

JPPC日本公共スポーツ施策推進協議会公認スポーツ安全普
及イベント。トップアスリートによるかけっこ教室に加え、親子でスポ
ーツと安全をテーマに命の大切さなどを学ぶ目的として企画。 
 【協力】一般社団法人 ATHLETE SAVE JAPAN 

※新型コロナウイルスの

影響で開催中止 
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２．大会・教室等施設企画事業（経費：70,456千円） 

①青葉体育館（本山製作所青葉アリーナ）・仙台市武道館（本山製作所仙台市武道館） 

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・フラダンスなど各種教室及び、ヨガ・エアロ
ｄｅシェイプなどスタジオ系プログラムを開催した。 （108教室） 

 
9,638 

 

1万人寒稽古 
宮城県公立武道館協議会共催事業。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。（1/17） 

60 

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。プログラムを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、事前予約不要のプログラム。（年 76回） 

13,267 

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 10回） 

812 

地域スポーツ指導者 
講習会 

剣道の指導者を対象に「剣道指導者講習会」を実施し、資質の向上を
図った。（年 1回） 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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、各種教室
を開催した。（12教室） 

2,346 

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） 48 

第 15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。（10/20） 

80 
（40組） 

第 9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。
（5/12） 

32 
（16組） 

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。（8/31） 

34 

 

    

 

 

ヨガ棒エクササイズ フラダンス １万人寒稽古 シニア健康エクササイズ 

秋季ダブルステニス大会 夏休みジュニアテニス 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） 

各種スポーツ教室 
・定期型 
・通年型 

水泳、水中運動、テニス、各種小学生スポーツ、スケートボード、太極
拳、ヨガ等各種教室を開催した。 
（49教室） 

19,721 

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。プログラムを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、事前予約不要のプログラム。（年 35回） 

1,406 

シニア健康水中運動 
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
のプログラムを開催。（年 16回） 

130 

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および、施設内の空きスペースを活用した事
業として芝生広場と野球場で開催した。（年 6回） 

123 

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 15回） 

1,209 

ボルダリング体験会 
・ボルダリング体験パック 

ボルダリング愛好者を増やすことを目的に、小学生以上を対象にした
体験会を開催した。体験会以外に子供会や町内会等の団体向けに体
験パックも企画した。（年 15回） 

460 

アーチェリー体験教室・
検定会 

アーチェリー体験教室を開催し基礎知識、技術習得を行った。修了者
で希望される方を対象とし、検定会を行い、 合格者は宮城県アーチ
ェリー協会に会員登録を行ったうえで、一般公開の利用証を発行し、
施設利用の促進を図った。（体験教室 4期開催） 

196 

【新規】 
男女混合バレーボール
大会 

男女混合の 6 人制バレーボール大会。初心者、経験者、男女問わず
気軽に参加できる大会であり、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。（年 2回） 

104 
（11チーム） 

プロ球団共催事業 

①東北楽天ゴールデンイーグルスと共催で野球スクールおよびチアリ
ーディングスクールを通年で実施した。 

②仙台８９ERS と共催でバスケットボールスクールを通年で実施した。 
※対象は、いずれも幼児から小学生 

2,490 

各種地域共催事業 
近隣地域の団体と連携し、共催事業を開催した。 
①新田小学校と運動会・持久走大会 
②新田学区民体育振興会とソフトボール大会 

3,205 

地域スポーツ指導者 
講習会 

スポーツ指導者等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等。（年 3回） 

130 

障害者スポーツ教室 
仙台市障害者スポーツ協会と共催で、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。（年 11回） 

122 

 

 

 

シニア健康グラウンド・ゴルフ 

 

ジョギングクリニック キッズスポーツデー 【新規】男女混合バレーボール大会

大会 



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 
・定期型 
・フリー参加型 

・ヨガ・ピラティス・サッカー・親子運動教室など各種スポーツ教室を 
開催した。（20教室） 【新規】 アロマヨガナイト、親子で運動遊び 
・予約不要のフリー参加型として、アンチエイジングプログラムを開催 
した。（43回） 

3,673 

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講習会を実施し、資質の向上を
図った。（年 1回） 
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⑤ 仙台市陸上競技場（弘進ゴム アスリートパーク仙台）・宮城野原公園総合運動場 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・通年型 
・定期型 
・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、子ども体操や小学生ラン
ニングスクール、楽天野球団と共催での野球教室等、各種教室を開催
した。 【新規】 朝ヨガ 
（通年型 7教室／定期型 6教室／フリー参加型 8教室） 

5,206 

ナイトランニング 
ステーション 

愛好者にランニングトラック・シャワー・ロッカー・照明設備を提供し、ジョ
ギングやウォーキング等を気軽に楽しんでもらうための夜間開放事業。 
※通年開催（通常週 4回・冬期週 2回 全 131回） 

4,389 

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 17回） 

426 

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。プログラムを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、事前予約不要のプログラム。（通年 39回） 

755 

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。 （年 3回） 

1,457 

楽天イーグルス駅伝 
・マラソン大会 
（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、一般参加が可能な健康ウォーキングを実施。（2/9） 

1,566 

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
平日の夜間に開催。翌日休みの人が多い金曜日に設定。（8/23） 

680 

おでかけプログラム 
地域のスポーツ振興と活性化を目的に、小学校 PTA行事や児童館行
事などに当施設のスポーツ指導員を派遣し、ニュースポーツを中心とし
た運動プログラムを提供した。（不定期） 

305 
（5件） 

【新規】 
ちびっこ相撲仙台場所 

子供たちの健全な育成と、スポーツとしての相撲に親しみ、相撲文化の
理解・継承を目的とし開催。 
※佐渡ヶ嶽親方・浜風親方来場 【運営協力】宮城県相撲連盟 

46 

陸上競技指導者講習会 
【中止】 

陸上競技の指導者を対象とした講義と実技の講習会を企画した。 
（3/7） 

※新型コロナウ

イルスの影響で

開催中止 

ヨ ガ サッカー ピラティス&ストレッチ 【新規】親子運動 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

楽天ベースボール型 
体育授業研究会 
【中止】 

楽天野球団との共催事業。小学校教員を対象とした体育授業研究
会。ソフトボールの基本動作や技術を学んでもらい、授業に活かしても
らうことを目的として企画。（夏休み予定→調整つかず春休みに変更） 

※新型コロナウ

イルスの影響で

開催中止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

・一般対象のバドミントン・ヨガ・テニスや、小学生対象の陸上クリニック
などを開催した。（6教室） 【新規】 ママフィットネス（親子） 
・予約不要のフリー参加型として、ミニテニス道場を開催した。 
 (年 32回)  

2,977 

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。プログラムを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、事前予約不要のプログラム。（年 31回） 

812 

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 11回) 

187 

スポーツスクール 
幼児と小学生を対象にして、運動の基本動作を中心に自分の苦手を 
克服するプログラム。（年 29回） 

542 

ダンススクール 
小学低学年・高学年クラスに分け、ダンスのジャンルにとらわれず、基
本的なリズムの取り方からレッスンを行うプログラム。（年 20回） 

396 

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
として通年で開催。（年 29回） 

1,240 

地域スポーツ指導者 
研修会 

区内のスポーツ指導者を対象に、ウォーキング研修会・ミニテニス研
修会を実施。（年 1回） 
※ミニテニス研修会（2/29）は、新型コロナウイルスの影響で開催中止 

62 

家族スポーツデー 
バドミントンや卓球、ニュースポーツにトランポリンを設置し、大人から子
供まで家族でスポーツできる場を提供した。（年 1回） 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ダンススクール 【新規】 ママフィットネス ヴォスクオーレ仙台フットサルスクール 家族スポーツデー 

小学生陸上クリニック 【新規】 朝ヨガ 楽天駅伝マラソン大会 【新規】 ちびっこ相撲仙台場所

【新規】 



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、球技等の多種多様な種目を、未就学児からシニアま
で幅広い年代を対象に開催した。 
・通年型／年間 22プログラム 
【新規】 シニア健康教室、脂肪燃焼＆リラックス 

・定期型／年間 66プログラム 
【新規】 やさしいピラティス、女性のためのアロマヨガ、モビバンエクサ

サイズ 
・フリー参加型／年間 10 プログラム 
【新規】 ベビーダンス 

25,749 

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。プログラムを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、事前予約不要のプログラム。（年 33回） 

5,452 

キッズスポーツデー 
トランポリンや様々な遊具に加え、リズム体操や手遊びなどを企画し、親
子で体を動かす楽しさを感じてもらえる機会を提供した。（年 11回） 

1,295 

ファミリースポーツデー 

地域密着型のスポーツイベントとして、地元のお祭り「とみざわマルシェ」
と同日開催。トランポリンやのぼり台、ニュースポーツコーナー、「わくわく
タイム」など親子で楽しめるイベントの他、在仙のプロチーム（仙台８９Ｅ
ＲＳ、ヴォスクオーレ仙台）にも協力いただき、家族でスポーツを楽しむ
機会を提供し、多数の参加者を得た。（9/29） 

1,028 

第 26 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 8/31・9/1・7・8  
② 12/7・8 

①1,043 
（85チーム） 
②  296 

（30チーム） 

おでかけプログラム 
地域のスポーツ振興と活性化を目的に、依頼をいただいた小学校 PTA
行事や子ども会行事等に当施設のスポーツ指導員を派遣し、ニュース
ポーツを中心とした運動プログラムを提供した。（不定期） 

2,887 
（23件） 

スポーツ指導者講習会
等 

①太白区マイタウンスポーツ協会と区内の指導者を対象にした、「スポ 
ーツ障害、なぜ膝・腰・首が痛くなるのか？」を実施。（年 1回） 

②㈱明治、㈱大塚製薬とのタイアップにより乳幼児向け、シニア向けの 
栄養セミナーを開催。（各年 1回） 

212 

【新規】 
施設利用促進イベント 
①ヨガイベント 
「YOGA DAY」（2部制） 
②週いち！キッズ特別版 
「フロアボール体験会」 

施設利用促進イベントとして、誰もが参加しやすい土曜日に、予約不要
の体験型イベント開催。 
当館で人気のヨガ教室を、小学生から一般の方まで、幅広い世代で体
験する機会を提供するとともに、子ども向け人気プログラム「週いち！キ
ッズ」の特別版として、フロアボール体験会も同日に開催し、家族そろっ
て気軽にスポーツを親しむ機会を提供し、好評を得た。 

①65 
②32 

（②の人数はスポー 

ツ教室のフリー参加 

型に含まれる） 

【新規】 
かけっこ教室×いのちの
教室【中止】 

JPPC 日本公共スポーツ施策推進協議会公認スポーツ安全普及イベ
ント。トップアスリートによるかけっこ教室に加え、親子でスポーツと安全
をテーマに命の大切さなどを学ぶ目的として企画。(3/28) 

※新型コロナウ

イルスの影響で

開催中止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

おでかけプログラム ファミリースポーツデー 

 

【新規】 モビバンエクササイズ 【新規】 ベビーダンス 



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・一般テニスなど各種教室を開催
した。（18教室） 

1,810 

①グラウンド・ゴルフ交流大会 

②秋保地区親睦バレーボー

ル大会 

③秋保地区スポーツレクリエ

ーション大会 

勝敗にこだわらず、参加者が試合を通じて、スポーツを楽しむととも
に、秋保地区住民の交流を図ることを目的とし開催した。 
① グラウンド・ゴルフ大会（6/14） 
② バレーボール大会（11/17） 
③ スポーツ・レクリエーション大会（2/23） 

 
①  45 
②  90 
③ 278 

地域スポーツ指導者 
講習会 

地域スポーツ指導者等を対象にグラウンド・ゴルフ講習会を実施し、
資質の向上・交流の機会を提供した。（9/20) 

39 

がんばれ秋保っ子 
【中止】 

秋保地区の小学生を対象に、地域団体と合同で運動会を企画し
た。(10/19) 

※台風の影響で 

開催中止 

トレッキング 

仙台市西部の権現森を巡り、豊かな自然を満喫しトレッキングを楽し
むことにより、日頃の運動不足の解消や心身のリフレッシュを目的と
し開催。（5/9） 
※屋内グラウンドとの共催事業 

29 

健康体操教室 
老人クラブ連合会と連携し開催。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。（10/4） 50 

 
 

 

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 

ヨガやズンバをはじめとしたフィットネス系の教室や、子どもを対象にし
たバドミントンや卓球、サッカー等の教室を通年で開催した。  
体育館や武道館、庭球場、人工芝グラウンドなど「総合運動施設」を
フルに活用し、多種多様な種目を開催した。（24教室） 
【新規】 毎日健康体操 

16,523 

ちびっこ遊ぼう DAY 
未就学児でもできるリズム運動を行ったり、ミニ平均台やトンネルなど
の遊具を設置したりして、運動遊びを通して親子で楽しく身体を動か
す場を提供した。（年 22回） 

1,208 

さたでいスポーツｉｎ泉 
家族や友だちと楽しく身体を動かして遊べるように、各種遊具やボー
ドゲームなどの遊び場を提供した。トランポリン、卓球、バドミントンが人
気種目。（年 12回）  

2,454 

シニア健康エクササイズ 
シニア世代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。プログラムを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、事前予約不要のプログラム。（年 37回）  

2,457 

5人制サッカー大会 
競技レベルや男女を問わず少人数で気軽に参加できるサッカー大
会。自チームだけではなく相手チームとの交流も大切にし、終始楽し
い雰囲気のなか開催した。（5/19） 

35 
（5チーム）  

秋保地区親睦バレーボール大会 一般テニス教室 

 

小学生バドミントン教室 グラウンド・ゴルフ交流大会 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

男女混合バレーボール 
大会 

男女混合の 6 人制バレーボール大会。初心者、経験者、男女問わ
ず気軽に参加できる大会であり、バレーボールの楽しさを味わっても
らうことを目的に開催した。（年 5回） 

624 
（68チーム） 

ベガルタ仙台 
親子サッカー教室 

サッカー初心者を対象に、親子で一緒にスポーツをすることで楽しい
時間を共有し、親子の絆を深めることを目的に開催した。（7/7） 

158 
（79組） 

わんぱく DAYキャンプ 
ｉｎ大倉 

仙台市大倉ふるさとセンターを利用し、ペットボトルロケット作成やバ
ーベキュー等、日常では味わえない自然体験を親子で楽しんでもら
い、夏休みの楽しい思い出づくりとなった。（8/4） 

8 
（3組） 

【新規】 
グラウンド・ゴルフ交流会 

開放的な人工芝グラウンドで、初心者でも気軽に参加できるように交
流会として開催した。（11/5） 

55 

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。（12/15） 

374 
（84チーム） 

1万人寒稽古 
宮城県公立武道館協議会共催事業。柔道、剣道、弓道、合気道、
古武道の種目で実施した。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。（1/10~12） 

534 

【新規】 
リガーレ仙台バレーボー
ル教室 

V リーグ参入を目指しているリガーレ仙台の選手たちを講師に、小学
生対象のバレーボール教室を開催した。（1/15） 

34 

地域スポーツ指導者 
講習会（弓道指導者 
研修会）【中止】 

弓道指導者または指導者を目指す方を対象にした研修会。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
てることを目的に企画した。（3/15） 

※新型コロナウイ

ルスの影響で開

催中止 

おでかけプログラム 
地域のスポーツ振興と活性化を目的に、依頼をいただいた小学校
PTA 行事や子ども会行事等に当施設のスポーツ指導員を派遣し、
ニュースポーツを中心とした運動プログラムを提供した。（不定期） 

2,673 
（24件） 

 
 
 
 
 
 
 

 

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・卓球・体操（幼児・小学低学年）・バドミント
ン・ヨガ・卓球・トランポリンなど各種教室を開催した。（23教室） 

3,04８ 

第 37回泉海洋センタ
ー杯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。（1/11～13） 

300 
(18チーム) 

第 37回泉海洋センタ
ー杯小学生剣道大会
【中止】 

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・個人戦を企画した。（3/8） 

※新型コロナウイ

ルスの影響で開

催中止 

【新規】 
親子カヌー体験教室 

亘理町鳥の海にて開催し、海洋性レクリエーション活動を通した親子
ふれあいの場を提供した。（8/4） 

16 

3x3バスケットボール大会 ちびっこ遊ぼう DAY ベガルタ仙台親子サッカー教室 男女混合バレーボール大会 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

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 3回） 

170 

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。（8/21） 

7 

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。（1/11） 20 

 
 
 

  

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・夏休みちびっこサッカーの他、新規 6
教室を開催した。 
【新規】 遠足ノルディック、子どもかけっこ、低学年サッカー、ウォーキ

ング、トレッキング、ゆび編み 

582 

地域スポーツ指導者 
講習会 

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

5 

ニュースポーツで遊ぼう 
隣接する施設、仙台ローズガーデンとの共催事業。グラウンド・ゴルフ
やストラックアウトのコーナーを設置し、来場者が気軽にスポーツを楽
しめる機会を提供した。（4/27・28） 

1,020 

【新規】 
北中山コミュニティグラ
ウンド杯サッカー大会
U-10 

施設を練習会場として利用している小学生のサッカーチームを対象
にサッカー大会を開催した。（5/4） 

500 
（4チーム） 

ローズガーデン杯サッカ
ー大会 

隣接する施設、仙台ローズガーデンと共催事業。小学 1~4年生まで
の選手を対象に、サッカー大会を開催した。（10/26・27） 

190 
（4チーム） 

北中山コミュニティグラ
ウンド杯サッカー大会
U-15【中止】 

施設を練習会場として利用している中学生までのサッカーチームを
対象にサッカー大会を企画した。（3/14・15） 

※新型コロナウイ

ルスの影響で開

催中止 

 

     

 

 

 

【新規】 U-10サッカー大会 【新規】 子どもかけっこ教室 

 

【新規】 ゆび編み教室 

 

【新規】 遠足ノルディック 

第 37回ミニバス新人大会 

 

4・5歳児サッカー教室

（

日（泉海洋） 

【新規】 親子カヌー体験教室 小学生体操教室 

 



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 
・通年型 
・定期型 

テニス、ヨガ、健康シェイプ、親子ＤＥビクス、ベビーＤＥビクスなど各種
教室を開催した。（9教室） 

1,878 

グラウンド・ゴルフを楽し
もう！！ 

天候に左右されずグラウンド・ゴルフが実施できる施設の特性を活か
し、愛好者が定期的に楽しめる場を提供。 
（毎回木曜日：年間 37回） 

2,221 

トレッキング 

仙台市西部の権現森を巡り、豊かな自然を満喫しトレッキングを楽し
むことにより、日頃の運動不足の解消や心身のリフレッシュを目的とし
開催。（5/9） 
※秋保体育館との共催事業 

29 

楽天親子野球教室 

野球を通してスポーツの楽しさを学び、親子が触れ合うことのできる
機会を提供。親の運動不足解消や、子供の運動能力の向上を目的
とし年 2回開催した。 
① Ⅰ期（4/21） 
② Ⅱ期（11/17） 
③ Ⅲ期（3/8） ※新型コロナウイルスの影響で開催中止 

238 
（119組） 

第 17回シェルコム 
フットサル大会 

小学 1年生から小学 3年生を対象とし、リーグ戦方式の予選と決勝
トーナメントを行った。（7/7）。 

118 
（14チーム） 

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！！」に参加している方を対
象とし、普段の練習の成果を試す機会として、年 2回開催した。 
①春季大会（5/23） 
②クリスマス大会（12/19） 
③早春大会（3/5） ※新型コロナウイルスの影響で開催中止 

137 

第 18回スポーツ・レクリ
エーションフェスティバル 

仙台市手をつなぐ育成会との共催事業。 
「誰もが楽しめるスポーツ・レクリエーション」をテーマに、運動の苦手
な方でも楽しめるような各種ブースを設けて開催した。 

767 

第 13回 
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などを競うイベントを開催し
た。 

290 
（26チーム） 

ボール遊び指導者 
講習会 

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
開催した。 

43 

 

※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。 

トレッキング みんなでジャンプ！ 楽天親子野球教室 フットサル大会 



３．仙台市・他団体との関連事業 

（経費：2,998千円） 

事  業  名 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、各区マイタウン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。（祝日 10/14） 

16,692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。 
また、プロ３球団の支援組織で構成する「仙台プロスポーツネ
ット」の事務局を担い、連携を取りながらプロスポーツの情報発
信を進めた。 

 

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。 

2,796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 4,063枚 
2種 2,672枚 

第 37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 38.1km／6区間のコースを舞台に、全国各地区の
代表 26チーム(東北学連選抜チームを含む)による大学女
子日本一を決める大会。 
愛称：杜の都駅伝（10/27） 

参加者 156人 
（26チーム） 

観衆  82,000人 

第 39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（11/24） 

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 

（経費：16,647千円） 

事  業  名 事 業 内 容 件 数 等 

スポーツ大会開催・
派遣等助成 

（スポーツ活動助成金） 
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  95件 
交流助成  10件 

【新設】 
（国際スポーツ大会ジュニアアスリート派遣助成金） 
国際大会に出場する仙台市在住のジュニアアスリートに対する
助成を行った。 

派遣助成   1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う。 
（学区体振対象） 
・運動会開催助成金 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 89件 
イベント 40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 1団体 

スポーツ団体の事
務局運営業務 

仙台市スポーツ協会、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。 

 

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。 
また、「せんだいスポーツボランティアステーション」運用を行った。 

主催・開催支援 
28件 

（うち、補助金交付 
7件） 

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

47件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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）  

（経費：2,740千円） 

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 16回） 発行部数 約 450,000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（https://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。 

平成 31年 3月にサイトをリニューアルし、スマートフォンに対応させる等、利用者の利便

性の向上を図った。また、ホームページアクセス数を増加させるため、令和 2年 1月に

事業団公式 Facebook(https://www.facebook.com/spf.sendai01/)を開設し、スポーツイ

ベント・施設情報を発信している。 
 

【サイトの利用状況（年間）】 

●訪問数 ／ 494,309 

●ページビュー数 ／ 1,144,364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業団 HP 

事業団公式 Facebook 



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 

民間指定管理者を含む施設間の管理運営、修繕及び利用に係る調整業
務並びに広報等の実施。 

83,799 

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 令和元年度所要経費 

青葉体育館 
仙台市武道館 

平成 28年度～令和 2年度 

令和元年度決算額    142,281 

川内庭球場 令和元年度決算額     22,899 

新田東総合運動場 平成 28年度～令和 2年度 令和元年度決算額    271,824 

出花体育館 
高砂庭球場 

令和 2年度～令和 6年度 令和元年度決算額     21,839 

仙台市陸上競技場・ 
宮城野原公園総合運動場 

平成 29年度～令和 3年度 令和元年度決算額     81,078 

若林体育館 平成 30年度～令和 4年度 令和元年度決算額     44,966 

仙台市体育館 平成 28年度～令和 2年度 令和元年度決算額    238,646 

秋保体育館 
長袋グラウンド 
馬場グラウンド 

平成 29年度～令和 3年度 令和元年度決算額     22,223 

泉総合運動場 

平成 28年度～令和 2年度 

令和元年度決算額    151,114 

泉海洋センター 令和元年度決算額     23,748 

北中山コミュニティグラウンド 令和元年度決算額     12,602 

屋内グラウンド 令和 2年度～令和 6年度 令和元年度決算額     100,134 

 

 



　　(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 87,453 秋保体育館 競技場等 22,721

トレーニング室 41,181 会議室等 1,366

会議室等 26,323 計 24,087

計 154,957

長袋グラウンド 6,249

仙台市武道館 武道館 80,883

会議室等 2,061 馬場グラウンド 1,267

計 82,944

泉総合運動場 競技場等 77,099

川内庭球場 72,945 トレーニング室 25,032

会議室等 12,762

新田東総合運動場 競技場等 163,659 グラウンド 62,280

トレーニング室 44,856 武道館 51,262

会議室等 27,568 庭球場 75,631

温水プール 64,320 プール 0

野球場 72,656 サッカー場 20,623

計 373,059 計 324,689

出花体育館 競技場等 25,518 泉海洋センター 競技場等 28,841

会議室等 2,480 会議室等 4,392

計 27,998 プール 0

計 33,233

高砂庭球場 2,878

グラウンド 17,667

仙台市陸上競技場 競技場等 223,412 和室 977

会議室等 20,538 計 18,644

計 243,950

屋内グラウンド 競技場等 204,936

若林体育館 競技場等 80,840 会議室等 23,591

トレーニング室 12,343 計 228,527

会議室等 16,475

計 109,658

全施設合計 2,053,818

仙台市体育館 競技場等 229,165

トレーニング室 63,444

会議室等 25,001

温水プール 31,123

計 348,733

2. 令和元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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