
令和３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：7,161 千円） 

事  業  名 事 業 内 容 当日参加者数（人） 

仙台国際ハーフマ ラソン
2021 チャレンジレース 
(5/9)（主催） 
【中止】 

コロナ禍により、開催規模を平時の 1 万人規模から 4 千人
に縮小し企画した。参加は国内在住者に限定し、全国から
募った。（5/9） 

※申込者  
ハーフマラソン

4,276 
※新型コロナウイルス感

染症の影響で開催中止  

仙台泉ヶ岳トレイルラン
2021 
（9/25・26、10/9） 
（主催） 
【中止】 

泉ヶ岳を会場に、25km・17km・12km・3km・1km 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を企画した（宮城県在住者に限定
し募集）。（9/25・26） 
■代替イベントとして大会プロデューサー石川氏による『トレ
イルランツアー＆クリニック』を開催（10/9） 
トレイルランを安全に楽しむ方法、遭難時に現在地を把握す
る方法等のレクチャーを受けた。 

※申込者 
886 

トレイルランツアー＆ 
クリニック       

27 
※新型コロナウイルス感

染症の影響で開催中止 

第 11 回仙台リレーマラソン 
（10/23・24）（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。また、特別企画として、ハーフマラソン 21.0975ｋｍ『ソロ
の部』を開催した。 
※新型コロナウイルス感染症対策として参加者を「宮城県在住
者」に限定して開催した。 

参加者 2,153 
（257 チーム） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．大会・教室等施設企画事業 （経費：60,136 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 
・通年型 
・定期型 

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中心に開催した。 （34 教室） 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限し、安全対策を講じ
て開催した。 

 
5,965 

 

10,000 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。（種目：少林寺拳法） 

29 

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。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
プログラム。（年 72 回） 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、事前予約制・定員管理等の安
全対策を講じて開催した。 

4,720 

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 9 回） 
※新型コロナウイルス感染症の影響で２・３月開催中止。 

440 

【第 11回仙台リレーマラソン】 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

【新規】 
からだリズム 

施設スタッフの指導により、運動を始めたい方などに向けた筋力トレー
ニングとリズム体操を組み合わせたプログラムを提供した。(年 19 回) 

159 

【新規】 
四季を感じよう！ 

施設スタッフが指導。季節や目的に合わせた歩き方のコツなどを指導
しながら、歩くだけではなく、青葉体育館周辺の四季折々の景観や、参
加者同士の交流を楽しみながら参加できるプログラムを提供した。 

31 

地域スポーツ指導者 
講習会【剣道】 

剣道の指導者を対象として、指導に関する知識・情報を獲得し、資質
の向上を図るため講習会を開催した。（年 1 回） 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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。（7 教室） 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限し、実施形態を変更
する等の安全対策を講じて開催した。 
【新規】中上級レベルアップ教室 

1,527 

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 17 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
とを目的に開催した。（10/17） 

80 
（40 組） 

第 10 回 
川内シニアカップ 
テニス大会 
【中止】 

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企画した。
（5/9） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

硬式テニス 
ソフトテニス指導者 
クリニック 
【中止】 

テニスとソフトテニスの指導者を対象として、指導に関する知識・情報
を獲得し、資質の向上を図るため講習会を企画した。（9/3） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

【新規】 
ゲームにチャレンジ 

通年教室に通っている子供たちを対象に、試合の流れを体験してもら
うことを目的に開催した。（10/23） 

13 

【新規】 
小中学生ソフトテニス 
講習会 

ソフトテニスに興味がある小中学生を対象に、レッスン会を開催した。
（11/14） 

19  

 
 

親子テニス教室 秋季ダブルステニス大会 ジュニアテニス教室 初中級テニス教室レベルアップ 

10.000 人寒稽古 地域スポーツ指導者講習会 四季を感じよう！ 【新規】からだリズム！ 



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、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。（44 教室） 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限する等の安全対策
を講じて開催した。 

13,438 

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。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
プログラム。（年 27 回） 
※通常は予約不要だが、新型コロナウイルス感染症予防のため、事前予 
約制・定員管理等の安全対策を講じて開催した。 

745 

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。（年 16 回） 
※通常は予約不要だが、新型コロナウイルス感染症予防のため、事前予 
約制・定員管理等の安全対策を講じて開催した。 

140 

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、及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） 

121 

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） 
※通常は予約不要だが、新型コロナウイルス感染症予防のため、事前予 
約制・定員管理等の安全対策を講じて開催した。 

458 

ボルダリング体験会 

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。（年 18 回） 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、定員削減など安全対策を講じ 
て開催した。 

243 

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た検定会を行い、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 3 期開催） 

117 

【新規】 
小学生スポーツデー 

施設スタッフの指導による小学生を対象とした教室を開催。開催時間
を夕方に設定し、放課後に参加しやすい教室とした。 
球技や体操、ニュースポーツ等を種目として取り入れ、様々なスポー
ツを体験できる内容を実施した。（年 16 回） 

199 

【新規】 
歪みすっきり骨盤エクサ 

運動が初めての方でも、継続して参加しやすい企画として開催。時期
によってアプローチする部位を変え、トレーニングやストレッチを行い、
最終的に姿勢改善やからだの痛みを和らげることを目的に実施した。 
（年 21 回） 

246 

【新規】 
英語でコーディネーショ
ントレーニング 
（年中・年長） 
（小学 1・2 年生） 

令和 2 年度に単発で開催した、元ベガルタ仙台レディース監督千葉
泰伸氏の指導によるプログラムが好評だったため、3 年度は 6 回の短
期教室として年中・年長、小学 1・2 年生を対象とした 2 クラスを開催
した。 
身体を動かすために必要な神経系を鍛えるコーディネーショントレーニ
ングと英語をミックスしスポーツに＋α の要素を取り入れた内容を実施
した。 

88 

【新規】 
ボッチャ体験会 

東京 2020 オリンピックパラリンピックイタリア代表チームの事前合宿会
場として使用したことを機に、オリパラのレガシーとして障がいの有無に
かかわらず一緒に楽しめるボッチャ体験会を開催。（3/13） 
※当初は小学生以上を参加対象としていたが、新型コロナウイルス感染症
に係る宮城県緊急特別要請により、一般のみに対象を変更し開催した。 

10 

【新規】 
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の
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。 
※2 件派遣、他 2 件は新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

100 
（2 件） 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

プロ球団共催事業 
仙台 89ERS 

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（31 回） 

916 

地域スポーツ指導者 
講習会【サッカーキッズ
リーダー講習会等】 

指導に関する知識・情報を獲得し、資質の向上を図るため講習会を実
施した。（年 3 回） 

58 

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、プー
ル等を使用し、各種スポーツ教室を開催した。（年 9 回） 

153 

 

 

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・キッズサッカー・【新規】バレトン・【新規】セルフボデ
ィメンテナンス等各種スポーツ教室を開催した。（30 教室）  
・予約不要のフリー参加型として、シニア健康エクササイズ・アンチエ
イジングプログラム・【新規】はじめてのバレトンを開催した。（84 回） 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限する等の安全対
策を講じて開催した。 

3,159 

親子で運動遊び 
ボールやミニハードル、平均台を利用して親子で運動できるプログラ
ムを提供した。 

44 

地域スポーツ指導者 
講習会【救命・救急・
AED 講習】【中止】 

指導に関する知識・情報を獲得し、資質の向上を図るため講習会を
企画した。（年 1 回） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

                       

 

 

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 
・定期型 
・フリー参加型 

テニス、ヨガや健康リズム体操等の「定期型」と小学生陸上クリニックや
LADIES SPECIAL FOOTBALL DAY！（女性対象のサッカーイベン
ト）等の「フリー参加型」の事業を開催した。（定期型 10 教室／フリー参
加型 5 教室） 
※新型コロナウイルス感染症対策として、受講人数を制限するなど、安全
対策を講じて開催した。 

3,830 

【新規】 歪みすっきり骨盤エクサ 【新規】 英語でコーディネーション
トレーニング 

【新規】 ボッチャ体験会 【新規】 小学生スポーツデー 

親子運動遊び サッカーで遊ぼう ヨガ アロマヨガ 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

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を
実施した。 ※通年開催（通常週 4 回・冬期週 2 回 全 103 回） 

3,828 

仙台ハーフ練習会 
主に仙台ハーフでの完走や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した。 ※要事前予約（全 17 回） 

259 

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。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
プログラム。（年 31 回） 
※これまでは予約不要だったが、新型コロナウイルス感染症対策として、事 
前予約制・定員管理等を導入して開催した。 

842 

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生を
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、栄養講座を実施した。 （年 1 回・5/12） 

553 

楽天ベースボール型 
体育授業研究会 

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開催した。（年 1 回・8/6） 

58 

楽天イーグルス駅伝 
・マラソン大会 
【中止】 

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・
駅伝大会を企画した。（2 月中旬） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

RUNNET Relay 
Race 
【中止】 

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、翌
日休みの人が多い金曜日の夜に設定し企画した。（10/2） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

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、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企画した。（不定期） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響により依頼なし 

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開催した。講師
は仙台市陸上競技協会より派遣。（3/12）  

7 

【新規】 
宮城野原スポーツデー 

障がい者用の陸上専門器具を用いた体験会と練習会を開催した。中
高生ボランティアへ活動の機会を提供した。（年 1 回・11/20）  
※共催：仙台市障害者スポーツ協会 協力：宮城パラ陸上クラブ 

150 
（参加者 70、ボ

ランティア 80） 

【新規】 
キッズサッカーフェステ
ィバル 

小学 1 年生を対象にボールや遊具を使って身体を動かすミニゲーム
に参加してもらい、スポーツを楽しむ機会を提供した。(年 3 回) 

105 

【新規】 
ナイトチャレンジ 
宮城野原 

日本陸上競技連盟登録以外の方を対象にした競技会。中距離
(1500～5000m)のトラック競技でタイムを競った。 
(年 2 回・7/18、9/25) 

876 

 
 
 
    
       
   
 
            
                 

 

 

 

 

小学生陸上クリニック LADIES SPECIAL FOOTBALL DAY！ 【新規】 ナイトチャレンジ宮城野原 【新規】 宮城野原スポーツデー 



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 

一般対象のバドミントン・ヨガや、小学生対象の陸上クリニックなどを開
催した。（6 教室）   
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限する等の安全対策
を講じて開催した。 

2,190 

ミニテニス道場 
仙台市ミニテニス協会の指導による、基本的な技術を中心としたレベ
ルに応じた内容のレッスン。初心者の方が安心して参加できるよう道具
を無料で貸し出しする事前予約不要のプログラム。（年 28 回） 

290 

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。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 28 回） 

494 

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 8 回) 

84 

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

103 

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
として通年で開催した。（3 クラス各年 20 回） 

582 

地域スポーツ指導者 
講習会【ミニテニス】 

スポーツ指導に役立つ実技・審判・講話等の講習を開催した。（年 1
回） 

      30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 21 プログラム 
・定期型／年間 57 プログラム 
【新規】 サルセーション、ボディメイクエアロ 
・フリー参加型／年間 9 プログラム 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限し、実施形態を変
更する等の安全対策を講じて開催した。 

17,621 

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。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
プログラム。（年 31 回） 
※通常は予約不要だが、新型コロナウイルス感染症予防のため、事前予 
約制・定員管理等の安全対策を講じて開催した。 

3,326 

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 8 回） 

518 

 

バドミントン教室 ダンススクール フットサルスクール シニア健康エクササイズ 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

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、トランポリン、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により、家族でスポー
ツを楽しむ機会を企画。 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

第 28 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 
【中止】 
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。バスケットボール大会については、新
型コロナウイルス感染症の影響により開催内容を変更し、シュートチャ
レンジ、フリースロー大会を実施した。 
①バスケットボール（8/28・29、9/4・5） 
②バレーボール（11/20・21） 

①新型コロナウ

イルス感染症の

影響で開催中止 

②     620 
（32 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） 

252 
（6 件） 

スポーツ指導者講習
会等 

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
指導者向けの講習会を企画 【中止】 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

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

152 

第 2 回 
2 個バレーボール大会 

地元出身のオリンピアン佐藤あり紗さんと連携のもと、2個のバレーボー
ルを使用した新しいスタイルのバレーボールを楽しむ機会を提供した。
（24 チーム） 

522 

オンラインヨガ 
新型コロナウイルス感染拡大を予防する「新しい生活様式」の普及と定
着が求められていることから、オンラインにより、スポーツを楽しむ場を
提供。 

        4 

【新規】 
カメイアリーナ仙台 
施設見学ツアー 

カメイアリーナ仙台を見学に来訪された皆様へのおもてなしとして、ボラ
ンティアガイドの協力のもと、施設見学ツアーを実施。 

      818 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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・ノルディックウォーキ
ングなど各種教室を開催した。（19 教室） 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限する等の安全対
策を講じて開催した。 

1,159 

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 
【中止】 

③秋保地区スポーツ 
・レクリエーション大会 
【中止】 

【新規】 
④あきう野尻川遊び 

【中止】  

勝敗にこだわらず、参加者が試合等を通じて、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、各種イベントを企
画・開催した。 
①グラウンド・ゴルフ交流大会（10/22） 
②秋保地区親睦バレーボール大会（11/21）【中止】 
③秋保地区スポーツ・レクリエーション大会（2/20）【中止】 
④あきう野尻川遊び（8/22）【中止】 

①        24 
②③④※新型コ

ロナウイルス感染

症の影響で開催

中止 

おでかけプログラム キッズスポーツデー 

 

サルセーション シニア健康教室 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

地域スポーツ指導者 
講習会【バレーボール審
判講習】 
【中止】 

地域スポーツ指導者等を対象に指導に関する知識・情報を獲得し、
資質の向上を図ること、また、交流の機会を図るため講習会を企画し
た。（11/12） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

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。 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

トレッキング 

水の森公園を会場に開催。豊かな自然を満喫しトレッキングを楽し
むことにより、日頃の運動不足解消や心身のリフレッシュを目的とし
企画した。（5/14） 
※屋内グラウンドとの共催事業 

       30 

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るため企画した。（10/1） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

 
 

 

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】 リフレッシュヨガ・産後ママのためのヨガ 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限する等の安全対
策を講じて開催した。 

11,226 

ちびっこ遊ぼう DAY 

未就学児でもできるリズム運動や、ミニ平均台やトンネルなどの遊具
を設置。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 3 回） 
※通常は予約不要だが、新型コロナウイルス感染症予防のため、事前 
予約制・定員管理等の安全対策を講じて開催した。 

48 

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遊べるように、卓球やバドミントン、
トランポリン等の各種遊具を用いた遊び場を提供した。（年 6 回） 
※通常は予約不要だが、新型コロナウイルス感染症予防のため、事前
予約制・定員管理等の安全対策を講じて開催した。 

460 

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。通年で開催することにより、運動習慣づくりを
狙いとしたプログラム。（年 34 回）  
※通常は予約不要だが、新型コロナウイルス感染症予防のため、事前
予約制・定員管理等の安全対策を講じて開催した。 

1,089 

親子カヌー体験教室 

泉総合運動場・泉海洋センター・北中山コミュニティグラウンド3施設
共催事業。 
大倉ダム周辺を会場に、カヌーの基本操作をはじめ、水遊び等の安
全とマナーについて、親子で体験しながら学んでもらうことを目的に開
催した。（5/30） 

18 
（9 組） 

ノルディックウォーキング 小学生バドミントン 

 

小学生テニス 

 

グラウンド・ゴルフ交流大会 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

ベガルタ仙台 
親子サッカー教室 

子どもたちにスポーツを通して体を動かす喜びを感じてもらい、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。（5/16） 

168 
（84 組） 

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体験しても
らうことを目的に開催した。（年 3 回） 
※新型コロナウイルス感染症対策として，定員数削減と参加者を宮城県
内在住者限定とした。 

198 
（21 チーム） 

3x3 バスケットボール 
大会 

若年層を中心に人気があり、オリンピックの新種目となった 3 人制バ
スケットボールを、当大会オリジナルルールにて開催した。（12/12） 
※新型コロナウイルス感染症対策として，定員数削減と参加者を宮城県
内在住者限定とした。 

152 
（35 チーム） 

おやこ de あそびっとねす 
親子のスキンシップを大切にしながら、体を動かすことを通して楽しさ
や喜びを感じてもらい、親子の絆を深める場を提供することを目的に
開催した。（年 5 回） 

146 

【新規】 
Obon Sports Day 
 

お盆時期にもフィットネスプログラムを体験する機会を作り、広くスポ
ーツに触れ合うことができる場を提供することを目的に開催した。ヨガ
とズンバの 2 種目を実施した。（8/12） 

35 

10,000 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。（1/7～9） 
（種目：柔道・剣道・弓道・合気道・古武道） 

182 

地域スポーツ指導者 
講習会【弓道】 

弓道指導者または指導者を目指す方を対象として、指導に関する知
識・情報を獲得し、資質の向上を図るため講習会を開催した。（3/6） 

10 

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） 

41 
（2 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 

卓球・バドミントン・ヨガなど各種教室を開催した。（5 教室） 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限し、実施形態を変 
更する等の安全対策を講じて開催。２教室開催中止。 

428 

親子カヌー体験教室 

泉総合運動場・泉海洋センター・北中山コミュニティグラウンド 3 施設
共催事業。 
大倉ダム周辺を会場に、カヌーの基本操作をはじめ、水遊び等の安
全とマナーについて、親子で体験しながら学んでもらうことを目的に企
画した。（5/30） 

18 
（9 組）  

ファミリースポーツデー 
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 1 回） 

74 

親子カヌー体験教室 【新規】 産後ママのためのヨガ 【新規】 Obon Sports Day 3x3 バスケットボール大会 



事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

地域スポーツ指導者 
講習会【救命・救急・
AED 講習】 

指導に関する知識・情報を獲得し、資質の向上を図るため講習会を
開催した。（年 1 回） 

7 

 
 
 

 

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） 

スポーツ等教室 
・定期型 

ヨガ教室・ノルディックウォーキング・大人の遠足ノルディック・夏休み
ちびっこサッカー教室・ゆび編み教室を開催した。（12 教室） 
【新規】こどもかけっこ教室（中止）、健康ジョギング教室（中止）、 
初心者の英会話教室、料理の盛付、包丁の研ぎ方教室、歪みを整
える自力整体 

722 

地域スポーツ指導者 
講習会【救命・救急・
AED 講習】 

指導に関する知識・情報を獲得し、資質の向上を図るため講習会を
開催した。（年 1 回） 

7 

北中山コミュニティグラ
ウンド グラウンド・ゴル
フ大会 

近隣地域の団体を主な対象として、グラウンド・ゴルフ大会を開催し
地域の交流とスポーツ振興を図った。 

15 

ニュースポーツを 
楽しもう! 

隣接する施設、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。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、来場者が気軽にニュースポーツを楽しめるイベントを企画した。
（4/25） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

親子カヌー教室 

泉総合運動場・泉海洋センター・北中山コミュニティグラウンド 3 施設
共催事業。 
大倉ダム周辺を会場に、カヌーの基本操作をはじめ、水遊び等の安
全とマナーについて、親子で体験しながら学んでもらうことを目的に企
画した。（5/30） 

18 
（9 組） 

ローズガーデン杯 
サッカー大会 
【中止】 

隣接する施設、社会福祉法人太陽の丘福祉会仙台ローズガーデン
と共催事業。小学 1～3 年生までの選手を対象に、サッカー大会を
企画した。（10/23・24） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

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。（3/12・13） 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

 

     

 

ファミリースポーツデー ナイトヨガ 卓球 小学生バドミントン 

 

夏休みちびっこサッカー教室 

 

大人の遠足ノルディック ゆび編み教室 救命救急講習会 



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 
・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。（29 教室） 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を制限する等の安全
対策を講じて開催した。 

5,281 

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した。 
（毎回木曜日：年間 39 回実施予定のところ、新型コロナウイルス感
染症の影響で 6 回中止） 

1,630 

【新規】 
グラウンド・ゴルフを始め
よう！！ 

令和 2 年度に新規事業として開催予定であったが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により中止となり、令和 3 年度に初めて開催した。
初めて参加される方を対象に開催し、グラウンド・ゴルフを楽しも
う！！への集客に繋げることができた。 

23 

トレッキング 

水の森公園を会場に開催。豊かな自然を満喫しトレッキングを楽しむ
ことにより、日頃の運動不足解消や心身のリフレッシュを目的とし企画
した。（5/14） 
※秋保体育館との共催事業 

30  

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
とし開催した。 
①Ⅰ期（7/4） ②Ⅱ期（11/21） ③Ⅲ期（3/13） 

188  

第 19 回シェルコム 
カップフットサル大会 

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
トーナメントを行い順位を競った。（6/6）。 

98 
（12 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企画・開催した。 
①あじさい大会（6/17）  
②りんどう大会（9/9） ※新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止 
③クリスマス大会（12/23） 
④ひな祭り大会（3/3） 

201 

第 19 回 
スポーツ・レクリエーション 
フェスティバル 
【中止】 

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イベントを企画した。 

※新型コロナウイ

ルス感染症の影

響で開催中止 

第 14 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大なわとびイベント
を開催した。 
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ケガ予防とテーピング 
基礎講習会 

スポーツ指導者を対象に、選手のケガ予防のためのテーピング講習
会を開催した。（8/1） 

       3 

 

※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。 

目指せ１番！かけっこ アロマヨガ フットサル大会 トレッキング 



【参考】 大会・教室等施設企画事業参加者数  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【特記事項】 スポーツ教室受付等システム 『ＳＰＦプログラムサーチ』 のリニューアル 

 

 

事  業  名 事 業 内 容 

スポーツ教室受
付等システム 
『ＳＰＦプログラム
サーチ』のリニュ
ーアルについて 

参加料のクレジット決済機能を追加する等、利用者の利便性向上および職員の受付

事務業務の簡素化を図るとともに、マーケティング分析機能を活用した、よりよい市民ス

ポーツサービスの提供を目指すことを目的に、システムをリニューアルし、令和 4 年 2 月

1 日運用を開始した。 

 

●登録者数（2/1～5/16 時点） 全体 3,479 人（WEB 2,997 人 窓口 482 人） 

●入金方法（クレジットカード決済利用率） 約 41％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度（人） 令和３年度（人） 前年度比

 青葉体育館・仙台市武道館 7,731 11,356 146.9%

 川内庭球場 1,542 1,693 109.8%

 新田東総合運動場 17,464 17,032 97.5%

 出花体育館・高砂庭球場 2,545 3,203 125.9%

 仙台市陸上競技場・宮城野原公園総合運動場 4,932 10,508 213.1%

 若林体育館 2,273 3,773 166.0%

 仙台市体育館 15,181 23,833 157.0%

 秋保体育館・長袋グラウンド・馬場グラウンド 1,378 1,213 88.0%

 泉総合運動場 14,154 13,773 97.3%

 泉海洋センター 2,748 527 19.2%

 北中山コミュニティグラウンド 629 762 121.1%

 屋内グラウンド 4,684 7,674 163.8%

 合　　　　計 75,261 95,347 126.7%

事業団 HP 紹介ページ 

 

登録／ログイン画面 



３．仙台市・他団体との関連事業 

（経費：1,215 千円） 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数等 

マイタウンスポーツデー
事業 

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
を企画した。（10/3 ※コロナ感染拡大を考慮し中止） 
 
当初企画していた「アスリートフードマイスター今江幸子さんト
ークショー」は開催日を変更しカメイアリーナ仙台で開催し、
プロアスリートの家族として実践していた食の工夫などを紹
介。（11/23） 

10/3       中止 
11/23     58 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。 
今季、B リーグ１部の復帰を果たした、「仙台89ERS ホーム
タウン協議会」の事務局を担った。 
【新規】「マイナビ仙台レディースホームタウン協議会」の設
立により、その事務局も担い支援活動に取り組んだ。 
そのほか、楽天イーグルス、ベガルタ仙台、仙台 89ERS の
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
を推進した。 

 

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。 

1,701 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 2,193 枚 
 2 種 1,315 枚 

第 39 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 25 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。（10/31） 
愛称：杜の都駅伝 
※新型コロナウイルス感染症対策として、沿道での応援の自
粛、関係者の検温・チェックシートによる体調管理、表彰式の簡
素化等の対策を講じて開催。 

参加者 150 人 
（25 チーム） 

第 41 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。（11/28） 
愛称：クイーンズ駅伝 in 宮城 
※新型コロナウイルス感染症対策として、前回同様に沿道での
応援の自粛、関係者の検温・チェックシートによる体調管理、表
彰式の簡素化等を講じて開催。 

参加者 168 人 
（28 チーム） 

※前回大会『第 40 回
記念大会』から持ち越
した 6 チーム増。 

【新規】 
みなとオアシス仙台
港フォトロゲイニング大
会（共催） 

フォトロゲイニングとは、配布される地図をもとに制限時間内
にチェックポイントを回って、できるだけ多くの得点を集めるス
ポーツ。ランニング・ウォーキングどちらでも可。 
仙台港開港 50 周年を記念した大会。（11/14） 
※関係者の検温・チェックシートによる体調管理等、新型コロナ
ウイルス感染症対策を講じて開催。 

117 人 
（39 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、表彰、広報、統計業務で協力している。 

 

 



４．支援運営事業等 

（経費：5,916 千円） 

事  業  名 事 業 内 容 件 数 等 

スポーツ大会派遣 
等助成 

（スポーツ活動助成金） 
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。 

派遣助成  50 件 
交流助成   0 件 

（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。 

派遣助成   0 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。 

（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  6 件 
イベント  7 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。 
・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い、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
事業も行った。 
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 
4 件 
協力 
3 件 

（うち、補助金交付 
0 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。 

19 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：2,458 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 430,000 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 

事業団ホームページ（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、市民スポーツ情報のポータルサイトとしての役割を果たしている。 

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、

SNS と連動させたスポーツイベント・施設情報を発信している。 

令和 3 年度には、臨時休館中のスポーツ振興の取り組みとして、施設スタッフによる自

宅でできる運動やストレッチなど簡単にできるエクササイズ動画や施設紹介動画を 22 本

配信し、コロナ禍によるスポーツ活動制限下、市民の運動不足解消に貢献した。 

※延べ再生回数 13,271 回（令和 4 年 4 月 25 日現在） 
 

【サイトの利用状況（年間）】 

●訪問数 ／ 362,896 

●ページビュー数 ／ 777,430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                      
 
                                                               

 

 

 

事業団公式 Facebook 
(フォロワー：154 人) 

トレーニング動画配信 

事業団ホームページ 

 



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。 

82,699 

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３年度所要経費 

青葉体育館 
仙台市武道館 

令和 3 年度～令和 7 年度 

令和 3 年度決算額    145,037 

川内庭球場 令和 3 年度決算額     24,132 

新田東総合運動場 令和 3 年度～令和 7 年度 令和 3 年度決算額    285,664 

出花体育館 
高砂庭球場 

令和 2 年度～令和 6 年度 令和 3 年度決算額     22,443 

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 3 年度決算額     84,221 

若林体育館 平成 30 年度～令和 4 年度 令和 3 年度決算額     47,897 

仙台市体育館 令和 3 年度～令和 7 年度 令和 3 年度決算額    253,333 

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 3 年度決算額     24,071 

泉総合運動場 

令和 3 年度～令和 7 年度 

令和 3 年度決算額    156,821 

泉海洋センター 令和 3 年度決算額     21,579 

北中山コミュニティグラウンド 令和 3 年度決算額     15,925 

屋内グラウンド 令和 2 年度～令和 6 年度 令和 3 年度決算額     105,675 

 

 



　　(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 36,583 秋保体育館 競技場等 13,580

トレーニング室 19,248 会議室等 283

会議室等 12,135 計 13,863

計 67,966

長袋グラウンド 1,894

仙台市武道館 武道館 41,254

会議室等 286 馬場グラウンド 922

計 41,540

泉総合運動場 競技場等 34,990

川内庭球場 49,611 トレーニング室 16,178

会議室等 4,232

新田東総合運動場 競技場等 69,685 グラウンド 29,246

トレーニング室 21,799 武道館 35,695

会議室等 9,064 庭球場 48,500

温水プール 37,702 サッカー場 10,853

野球場 31,932 計 179,694

計 170,182

泉海洋センター 競技場等 5,168

出花体育館 競技場等 16,142 会議室等 179

会議室等 2,271 計 5,347

計 18,413

グラウンド 8,611

高砂庭球場 2,513 和室 955

計 9,566

仙台市陸上競技場 競技場等 124,207

会議室等 12,098 屋内グラウンド 競技場等 85,950

計 136,305 会議室等 9,130

計 95,080

若林体育館 競技場等 40,368

トレーニング室 9,129

会議室等 5,219 全施設合計 1,022,981

計 54,716

仙台市体育館 競技場等 103,651

トレーニング室 34,473

会議室等 10,285

温水プール 26,960

計 175,369

2. 令和３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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