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日 時 ： 平成 29年 5月 16日（火）午後 7時 

場 所 ： 下館総合体育館 研修室 



次  第 

 

 

 

 

1 開  会 

 

 

 

2 あいさつ 

 

 

 

3 議  題 

(1) 報告第 1号 平成 28年度事業報告について 

(2) 報告第 2号 平成 28年度決算報告について 

（監査報告） 

(3) 議案第 1号 平成 29年度事業計画（案）について 

(4) 議案第 2号 平成 29年度予算（案）について 

(5) 議案第 3号 筑西市スポーツ少年団規約改正（案）について 

(6) 本部役員・専門委員改選について 

(7) その他 

①平成２９年度スポーツリーダー養成講習会兼 

スポーツ少年団認定員養成講習会の開催について 

②スポーツ少年団の登録手続きについて 

③第３４回茨城県スポーツ少年団スポーツ大会について 

④ホームページ作成・更新システムの説明講習会の日程について 

⑤広報紙について 

⑥指定管理者制度の導入について 

 ⑦その他 

 

 

 

4 閉会のことば 



報告第1号

年 月 日

28 4 21 第1回本部役員・専門委員会 (1)27年度中間事業・会計報告 下館総合体育館 本部役員6名

(2)28年度事業計画・予算（案） 会議室 専門委員3名

(3)その他

4 22 平成28年度茨城県スポーツ少年団 (1)27年度事業報告並びに収入・支出 県武道館会議室 栗原本部長

指導者協議会代表者会議 (2)28年度事業計画（案）

(3)その他

5 12 平成28年度茨城県スポーツ少年団委員総会 (1)27年度事業報告並びに収入・支出決算 県武道館会議室 栗原本部長

(2)28年度事業計画並びに収入・支出予算（案）

(3)第34回関東ブロックスポーツ少年団交流大会（案）

(4)その他

5 17 筑西市スポーツ少年団総会 (1)27年度事業・決算報告 下館総合体育館 本部役員7名

(2)28年度事業計画・予算（案） 研修室 専門委員4名

(3)その他 単位団代表者104名

6 1 スポーツ少年団登録システム手続事務 登録料等手続き 下館総合体育館

～ 事務所

7 30

6 5 筑西市スポーツ少年団ホームページ講習会 ホームページ作成・更新講習会 下館総合体育館研修室 ㈱情報技術

7 1 補助金支給手続事務 補助金手続き 下館総合体育館

～ 事務所

8

7 24 筑西・桜川ブロック交流大会 バレーボール競技 下館総合体育館 12団体

9 3 平成28年度スポーツリーダー養成講習会 (1)認定員養成講習 下館総合体育館 申込69名

4 兼スポーツ少年団認定講習会（筑西市） (2)スポーツリーダー養成講習 （市内21名）

11 22 第2回本部役員・専門委員会 (1)スポーツ少年団交流会について 下館総合体育館 本部役員4名

(2)その他 会議室 専門委員4名

12 13 第12回ちくせいマラソン大会 マラソン大会に伴う協力 下館運動公園

29 1 11 スポーツ少年団交流会代表者打合せ会議 (1)交流会要項及び競技方法 下館総合体育館　 本部役員2名

(2)その他 研修室 専門委員1名

代表者約18名

1 15 スポーツ少年団交流会 バドミントン競技 下館総合体育館　 参加19団体

参加者261名

3 5 第3回本部役員・専門委員会 (1)平成28年度の予算執行状況について 下館総合体育館　 本部役員5名

(2)役員改選について 専門委員3名

(3)その他

期　　日

事　　　　　業　　　　　名 内　　　　　　容 場　　　　所 備　　考

平成28年度筑西市スポーツ少年団本部事業報告



筑西・桜川ブロック交流大会（バレーボール競技）

平成28年度スポーツリーダー養成講習会兼
スポーツ少年団認定講習会（筑西市）

スポーツ少年団交流会（バドミントン競技）



年 月 日

28 7 3 第5回関東少年少女空手道選手権大会 1年女子形　神谷　理乃（一友会） 水戸堀原運動公園

2年男子組手　松本　勇祐（一友会） 武道館

3年男子形　穴田　晃大（一友会）

3年女子形　関　美緒奈（一友会）

3年女子形　谷中　京香（一友会）

5年女子形　仁平　花梨（一友会）　

7 30 第59回小学生中学生全国空手道選手権大会 3年男子組手　宮田　唯聖（永新館） 盛岡市アイスアリーナ

31 6年男子形　宮田　唯楓（永新館）

4年男子組手　武井　幸也（明野空手） ベスト16

6年男子組手　仁平　空騎（明野空手）

6年男子組手　武井　隆馬（明野空手）

中学2年女子形　星野　友希（明野空手）

中学3年男子組手　松崎　大将（明野空手） ベスト8

中学3年男子形　倉持　海斗（明野空手） ベスト8

中学3年男子形　横田　大樹（明野空手） 団体4位

中学3年男子形　鈴木　勇憂（明野空手） 準優勝

7 30 関東ブロックスポーツ少年団交流大会　野球 下館小あしかび野球スポーツ少年団 矢板運動公園野球場

31

8 6 第16回全日本少年少女空手道選手権大会 3年女子形　谷中　京香（一友会） 東京武道館

7 3年女子形　関　美緒奈（一友会）

10 9 第34回全国道場少年剣道選手権大会 6年男子　熊木　隆汰（士徳会） 広島サンプラザ

10 22 第11回関東小学生バドミントン選手権大会兼 6年男子ダブルス ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ

23 第25回全国小学生バドミントン選手権大会 清水　玲（明野ちびバド）

関東地区予選会 栄永　健伸（明野ちびバド）

11 19 関東小学生バレ―ボール大会 大田シルキーバレーボールスポーツ少年団 鹿窪体育館

20

12 24 第25回全国小学生バドミントン選手権大会 都道府県対抗団体戦男子 ウルカちゃんアリーナ

25 清水　玲（明野ちびバド） （滋賀県立体育館）

栄永　健伸（明野ちびバド）

平成28年度筑西市スポーツ少年団全国・関東大会等出場成績報告

期　　日

事　　　　　業　　　　　名 内　　　　　　容 場　　　　所 備　　考





議案案第１号

年 月 日

29 4 11 茨城県スポーツ少年団指導者協議会 (1)平成28年度事業報告について 茨城県水戸生涯学習センター分館 事務局

(2)平成29年度事業計画（案）について

(3)認定員養成講習会について

(4)平成29・30年度運営委員の選出につて

(5)その他

4 14 第1回本部・専門部役員会 (1)平成28年度事業報告について 下館総合体育館 本部役員8名

(2)平成28年度会計報告について 会議室 専門部委員3名

(3)平成29年度事業計画（案）について

(4)平成29年度予算（案）について

(5)総会の日程・役割担当者について

(6)その他

4 20 平成29年度茨城県スポーツ少年団委員総会 (1)平成28年度登録状況について 茨城県武道館 事務局

(2)平成28年度事業報告・会計報告について 会議室

(3)平成29年度事業計画（案）・予算（案）について

(4)第56回全国スポ―少年大会茨城大会について

(5)役員改選について

5 16 筑西市スポーツ少年団総会 (1)平成28年度事業報告について 下館総合体育館

(2)平成28年度会計報告について 研修室

(3)平成29年度事業計画（案）について

(4)平成29年度予算（案）について

(5)その他

6 11 市スポーツ少年団ホームページ講習会 更新講習会 下館総合体育館 ㈱情報技術

研修室

7 29 スポーツリーダー養成講習会兼 明野公民館

30 スポーツ少年団認定員養成講習会（筑西市） 明野トレーニングセンター

11 中 第2回本部・専門部役員会 筑西市スポーツ少年団交流会について 下館総合体育館

会議室

12 10 第13回ちくせいマラソン大会 マラソン大会に伴う協力 筑西市下館運動公園

12 下 筑西市スポーツ少年団交流大会打合せ会議 未定 下館総合体育館　研修室

30 1 20 筑西市スポーツ少年団交流大会 未定 下館総合体育館　メイン・サブアリーナ

3 上 第3回本部・専門部役員会 (1)平成29年度予算執行状況について 下館総合体育館

(2)その他 会議室

平成29年度筑西市スポーツ少年団本部事業計画(案)

期　　日
事　　　　　業　　　　　名 内　　　　　　容 場　　　　所 備　　考



議案第２号

　 （単位：円）

H28 予 算 額 H29 予 算 額 増 減
　指導者　＠900円　×　260名 234,000
　団　員　＠500円　×　820名 410,000
　他市町村認定員講習会参加費　＠3,240円×5名 16,200

2 2,840,000 2,770,000 △ 70,000 　筑西市補助金 2,770,000

　認定員講習会委託金 110,000
　認定員講習会参加費　＠3240円×70名 226,800

4 130,302 102,697 △ 27,605 　平成28年度繰越金
5 498 303 △ 195 　預金利子等

4,014,000 3,870,000 △ 144,000

（単位：円）

H28 予 算 額 H29 予 算 額 増 減
1 1,773,200 1,673,200 △ 100,000

(1)事 務 費 110,000 110,000 0 　消耗品費（コピー用紙、インク、封筒等） 110,000
(2)交 流 会 事 業 費 300,000 150,000 △ 150,000 　筑西市スポーツ少年団交流会 150,000

　ホームページ維持管理業務委託 130,000
　ホームページ講習業務委託 70,000

(4)旅 費 10,000 10,000 0 　茨城県スポーツ少年団委員総会　他 10,000
　通　信　費　　　　　　　　　　　 120,000
　振込手数料等　　　　　　　　　　 10,000

(6)負 担 金 10,000 10,000 0 　県スポーツ少年団負担金 10,000
　指導者　＠900円　×　260名 234,000
　団　員　＠500円　×　820名 410,000
　認定員講習会参加費　＠3,240円×10名 32,400

(8)認定員講習会費 336,800 336,800 0 　認定員講習会運営費 336,800
(9)備 品 購 入 費 50,000 50,000 　PC購入費 50,000

2 2,225,000 2,150,000 △ 75,000
　単位団数割　＠25,000円 × 13団 325,000
　大会運営費　＠50,000円（関城近隣・明野近隣） 100,000
　単位団数割　＠25,000円 × 9団 225,000
　大会運営費　＠50,000円（市長杯・イレブン大会） 100,000
　単位団数割　＠25,000円 × 11団 275,000
　大会運営費　＠50,000円（筑西市近隣大会） 50,000
　単位団数割　＠25,000円 ×  8団 200,000
　大会運営費　＠50,000円（筑西市近隣大会・市長杯） 100,000
　単位団数割　＠25,000円 ×  4団 100,000
　大会運営費　＠50,000円（関城近隣大会・明野晴明館大会） 100,000
　単位団数割　＠25,000円 ×  4団 100,000
　大会運営費　＠50,000円（筑西市剣道大会） 50,000
　単位団数割　＠25,000円 ×  4団 100,000
　大会運営費　＠50,000円（明野空手道大会） 50,000
　単位団数割　＠25,000円 ×  1団 25,000
　大会運営費　＠50,000円（ちびバドオープン） 50,000
　大会運営費　＠50,000円（協和近隣球技大会）

　（野球、ミニバス、サッカー、バレーボール）

3 15,800 46,800 31,000
4,014,000 3,870,000 △ 144,000

収入 3,870,000 　円
支出 3,870,000 　円
差引 0

合　　　　計
予 備 費

専 門 部 運 営 費

本 部 運 営 費

複合

(7)

(8)

(3)

(9)

(3)

(4)

(5)

(2)

(6)

平成29年度　筑西市スポーツ少年団予算（案）
【収入の部】
科　　　　目

1

3

繰 越 金

説　　　　明

預 り 金 収 入

補 助 金

認 定 員 講 習 会 費

200,000

剣道 150,000

空手道 150,000

バドミントン

200,000

75,000

0

0

【支出の部】
科　　　　目

(1)

325,000

(5)

(7)

バレーボール

75,000

0200,000

0

△ 25,000

200,000

425,000

0

0

説　　　　明

委 託 費 230,000 200,000 △ 30,000

150,000

柔道

150,000

350,000

預 り 金 支 出

△ 25,000

△ 25,000

野球 425,000

サッカー 350,000

60,000

ミニバスケット 325,000 300,000

200,000

△ 46,200

706,400 676,400 △ 30,000

336,800

325,000

130,000役 務 費 70,000

336,800

706,400 660,200

336,800

雑 入
合　　　　計



筑西市スポーツ少年団規約（案） 

 

 

（名称及び事務局） 

第１条 本団は、筑西市スポーツ少年団（以下「団」という。）と称し、事務所を本部長宅

に置く。 

（目 的） 

第２条 本団は、スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活性化を図り、児童・生徒に  

体育スポーツを振興し、心身の健全な育成に資することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 本団は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）スポーツ少年団育成指導と援助 

（２）スポーツ少年団指導者及びリーダーの養成 

（３）スポーツ少年団各種行事の企画立案と実施 

（４）登録・認定に関する事務 

（５）その他本団目的達成に必要な事業 

なお、補助金等についての細則は、筑西市スポーツ少年団補助金等交付規則による。 

（組 織） 

第４条 本団は、小学校１年生満３歳以上中学３年生までの児童・生徒及びスポーツ少年

団育成母集団並びに指導者をもって組織する。 

（登 録） 

第５条 本団の加入は、登録をもって行う。 

２ 本団に加入したスポーツ少年団は、県・日本スポーツ少年団に登録加入する。 

３ 登録は、毎年度これを更新する。 

（役 員） 

第６条 本団に次の役員を置く。 

（１）本部長      １名 

（２）副本部長     ３名 

（３）会 計      ２名 

（４）監 事      ２名 

（５）専門委員    若干名 

（役員の選出） 

第７条 役員は、次のとおり選出する。 

（１）専門委員は、競技種目代表者・各地区各代表者           各１名 

（２）代議員は、本団に登録したスポーツ少年団代表指導者・育成母集団代表者   

各１名 

（３）本部長・副本部長・会計・監事は、専門委員の互選とする。 

（役員の任務） 

第８条 本部長は、本団を代表し、団務を統括する。 

議案第３号 



２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときまたは欠けたときは、その職

務を代理する。 

３ 会計は、本団の会計をつかさどる。 

４ 監事は、本団の会計を監査する。 

５ 専門委員は、本部事業の企画及び運営にあたる。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員の欠員が生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて欠員を補充する。ただし、

補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。 

（総 会） 

第１０条 総会は、役員・競技種目代表者・スポーツ少年団指導者・育成母集団代表者 

各地区代表者をもって構成し、次の事項について審議決定する。 

（１）本部長・副本部長・会計・監事の承認 

（２）本団の事業報告・決算・事業計画・予算の認定 

（３）規約の改正 

（４）その他スポーツ少年団の運営上、必要と認められる事項 

２ 総会は、本部長がこれを招集しその議長となる。 

３ 本部の議事は、出席者の過半数以上の同意をもって決する。 

   ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

（役員会） 

第１１条 役員会は、役員をもって構成し、次の事項について審議する。 

（１）本部長・副本部長・会計・監事の選出 

（２）本団の事業報告・決算・事業計画・予算 

（３）規約の改正 

（４）その他スポーツ少年団の運営上、必要と認められる事項 

２ 役員会は、本部長がこれを招集しその議長となる。 

（専門部会） 

第１２条 専門部会は、専門委員をもって構成し次の事項について審議する。 

（１）スポーツ少年団各種行事の企画立案と実施 

（２）その他本団目的達成に必要な事業 

２ 専門部会は、必要に応じて開催し、本部長がこれを招集しその議長となる。 

（単位団の加盟） 

第１３条 本団に加盟しようとする単位団は、次に掲げる書類を本部長に提出しなければ

ならない。 

（１）筑西市スポーツ少年団加盟申請書 

（２）前年度の事業報告書及び決算報告書 

（３）当年度の事業計画書及び予算書 

（４）規 約 

（５）役員名簿 



（会 計） 

第１４条 本団の会計は、次の収入をもってこれにあたる。 

（１）分担金 

（２）補助金 

（３）寄付金 

（４）その他の収入 

２ 本団の会計年度は、毎年４月１日より始まり翌年３月３１日に終わる。 

（庶 務） 

第１５条 本団の庶務は、筑西市教育委員会社会体育主管課において処理する。 

（細 則） 

第１６ 本団に必要な細則は、役員会で決定する。 

 

 

附 則 

１．本規則は、平成１７年６月 ３日より施行する。 

２．本規則は、平成１８年５月１８日より一部改正する。 

３．本規則は、平成２１年３月２９日より一部改正する。 

４．本規則は、平成２７年５月１４日より一部改正する。 

５．本規則は、平成２９年５月１６日より一部改正する。 



番号 連絡先氏名 団　体　名

1 栗原　　浩 筑西市スポーツ少年団　本部長

2 吉沢　匡美 筑西市スポーツ少年団　副本部長

3 冨岡　三喜雄 筑西市スポーツ少年団　副本部長

4 日向　晴美 筑西市スポーツ少年団　副本部長

5 斉藤　裕光 筑西市スポーツ少年団　会計

6 藤ヶ崎　康禎 筑西市スポーツ少年団　会計

7 三平　武司 筑西市スポーツ少年団　監査

8 高塚　誠一 筑西市スポーツ少年団　監査

9 谷中　俊介 野球　専門部代表

10 山口　健一 サッカー　専門部代表

11 坂寄　誠 バレーボール　専門部代表

12 大島　正樹 ミニバス　専門部代表

13 松岡　峰夫 柔道　専門部代表

14 吉沢　匡美 剣道　専門部代表

15 杉山　澄男 空手道　専門部代表

16 日向　晴美 バドミントン　専門部代表

筑西市スポーツ少年団本部・専門部役員改選（案）

任期　平成29年度～平成30年度



№ 開催市町村 期　　　　間

平成29年 6月10日（土）

平成29年 6月11日（日）

平成29年 6月17日（土）

平成29年 6月18日（日）

平成29年 7月 1日（土）

平成29年 7月 2日（日）

平成29年 7月 8日（土）

平成29年 7月 9日（日）

平成29年 7月29日（土）

平成29年 7月30日（日）

平成29年 9月　9日（土）

平成29年 9月10日（日）

平成29年10月28日（土）

平成29年10月29日（日）

平成29年11月18日（土）

平成29年11月19日（日）

平成29年11月25日（土）

平成29年11月26日（日）

平成29年12月16日（土）

平成29年12月17日（日）

平成30年1月13日（土）

平成30年1月14日（日）

平成30年 2月 3日（土）

平成30年 2月 4日（日）

11 結城市 かなくぼ総合体育館アリーナ

2 行方市 北浦公民館・体育館

8 取手市 取手市グリーンスポーツセンター

牛久市中央生涯学習センター

10 下妻市
下妻市総合体育館

下妻市立下妻公民館

笠間市岩間海洋センター

新治地区公民館
トレーニングセンター

5 筑西市
明野公民館

明野トレーニングセンター

9 古河市

平成29年度スポーツリーダー養成講習会兼
スポーツ少年団認定員養成講習会会場一覧

4

合　　　　計　　　12コース

会　　　　場

12 那珂市

6 土浦市

7

古河はなもも体育館

那珂総合公園アリーナ・会議室

笠間市

3 つくば市 つくば市役所

1 日立市 久慈サンピア日立スポーツセンター

牛久市
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種　　　目 事務局提出締切日 参加資格 備考

野　　球 6月6日（火） 予選会にて決定 県西支部長の印が必要

バレーボール 10月9日（月・祝） 単位団1チーム 指導者登録名簿も提出

ミニバスケットボール 6月6日（火） 市内代表　男女各1チーム

サッカー 10月13日（金） 市内代表1チーム

柔　　　道 8月25日（金） 単位団1チーム

剣　　　道 6月30日（金） 単位団１チーム

空　手　道 4月7日（金） 単位団１チーム

バドミントン 7月28日（金） 単位団１チーム

駅伝競走 10月13日（金） 単位団　男女各１チーム

※申込書は２部提出してください。

【提出先】 〒３０８‐００６７
筑西市上平塚６２７
筑西市立下館総合体育館内　スポーツ振興課
ＴＥＬ　０２９６‐２８‐５０４０　　　　ＦＡＸ　０２９６‐２８‐８７７６

第34回茨城県スポーツ少年団スポーツ大会について

※申込用紙は、冊子の中にあるものをコピーして使用してください。
  また、種目によって事務局への提出日が異なりますので、ご注意ください。



1

月 日 曜日

2

3

4

　下館総合体育館　研修室

内容

　①各団のホームページ作成方法
　②更新方法
　③ユーザＩＤ・パスワード等の取扱い注意
　④その他

問合せ先

　　　筑西市教育委員会　スポーツ振興課
　　　　〒308-0067　筑西市上平塚６２７
　　　　　　TEL ０２９６‐２８‐５０４０

場所

スポーツ少年団ホームページ作成・更新システムの
説明講習会の日程について（案）

日程

時　　　　　間

◎１回目 　　午前１０時～　　

◎２回目 　　午後１時３０分～

※全部で２回、講習会を開催いたしますので、
   都合がよい時間の一方に参加して下さい。

6 11 日



月 号数 配布日 原稿〆切 号数 配布日 原稿〆切

平成２９年
４月

４／１号 　３月２２日 　３月　２日 ４／１５号  ４月１２日 　３月２４日

５月 ５／１号 　４月２６日 　４月　７日 ５／１５号 　５月１０日 　４月１７日

６月 ６／１号 　５月２４日 　５月　５日 ６／１５号 　６月１４日 　５月２６日

７月 ７／１号 　６月２８日 　６月　９日 ７／１５号 　７月１２日 　６月２３日

８月 ８／１号 　７月２６日 　７月　６日 ８／１５号 　８月　９日 　７月２１日

９月 ９／１号 　８月２３日 　８月　３日 ９／１５号 　９月１３日 　８月２５日

１０月 １０／１号 　９月２７日 　９月　７日 １０／１５号 １０月１１日 　９月２１日

１１月 １１／１号 １０月２５日 １０月　５日 １１／１５号 １１月　８日 １０月１９日

１２月 １２／１号 １１月２２日 １１月　２日 １２／１５号 １２月１３日 １１月２４日

平成３０年
１月

１／１号 １２月２７日 １２月　８日 １／１５号 　１月１０日 １２月１５日

２月 ２／１号 　１月２４日　　１月　４日 ２／１５号 　２月１４日 　１月２５日

３月 ３／１号 　２月２８日 　２月　８日 ３／１５号 　３月１４日 　２月２３日

４月 ４／１号 　３月２８日 　３月　８日 ４／１５号  －月 －日 　３月２３日

平成２９年度　筑西市　広報紙『ピープル』　配布日・原稿〆切

団員募集やイベント等の告知を行いたい場合、掲載したい号数の締め切り
日より２週間前までに掲載したい内容をスポーツ振興課までご提出くださ
い。



指定管理者制度について 

 

１． 指定管理者制度とは 
 

「指定管理者制度」は、市が設置した公の施設の管理運営を、市が指定する団体に行わせ

ることができる制度です。 

指定管理者制度が導入されると、施設の維持管理はもちろん、使用許可や利用料金の徴

収も含めた、施設の包括的な管理運営を指定管理者に行わせることができるようになりま

す。民間事業者等が有する専門的知識や経営資源を活用し、施設を効果的・効率的に管理

運営することで、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることが期待できます。 

 

２． 筑西市の指定管理者制度導入施設 
 

平成 18 年 4 月  筑西市総合福祉センター (社福)筑西市社会福祉協議会 

   板谷波山記念館  (財)波山先生記念会 

   新治駅東駐車場  (社)筑西市シルバー人材センター 

   新治駅西駐車場  (社)筑西市シルバー人材センター 

   下館駅南駐輪場  (社)筑西市シルバー人材センター 

   下館駅北駐輪場  (社)筑西市シルバー人材センター 

   新治駅駐輪場  (社)筑西市シルバー人材センター 

平成 19 年 7 月  明野農村環境改善センター （社福）筑西市社会福祉協議会 

平成 19 年 10 月 関城老人福祉センター （社福）筑西市社会福祉協議会 

   明野老人福祉センター （社福）筑西市社会福祉協議会 

平成 26 年 4 月 あけの元気館    フクシ・三幸・ｱｸｱﾗｲﾌｸﾞﾙｰﾌﾟ 

協和ふれあいセンター （社福）筑西市社会福祉協議会 

筑西市立図書館   図書館流通ｾﾝﾀｰ常総ビル整美共同企業体 

平成 28 年 4 月  明野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ  フクシ・三幸・ｱｸｱﾗｲﾌｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

３． 茨城県内体育施設の指定管理者制度導入団体 
 

 水戸市、日立市、土浦市、古河市、龍ヶ崎市、結城市、常総市、 

 笠間市、取手市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市ほか 

 

４． 筑西市体育施設の指定管理者制度導入について 
 

（１）平成 27 年度第４回行政改革推進本部会議にて 

 体育施設への指定管理者制度導入については、茨城国体の準備業務等新たな業務の職員体

制を整え、国体開催前の平成３０年４月の導入に向けて準備を進めることとする。との方針

が示された。 

 

 

 



（２）筑西市教育委員会から平成 28 年度スポーツ推進審議会へ諮問 

  ・利用者の利便性を低下させないこと。 

  ・経費の削減に努めること。 

  ・指定管理者のノウハウを活かして、施設利用者の増員に努めること。 

  ・指定管理者の業務を適正に監督、指導すること。 

の 4 点を配慮し、導入に賛成との建議を受けた。 

 

５． 今後の予定 
 

平成 29 年 6 月 制度導入のための条例改正 

   9 月 指定管理者公募、審査、候補者決定 

12 月 指定管理者の指定 

平成 30 年 4 月 指定管理業務開始 

 

６． 制度の導入に向けて、事務局の考え方 
 

（１）施設の利用申請や利用方法について 

⇒利用申請等の手続は、基本的には変更しません。ただし、事業者からの提案により、

より便利で公平な申請方法（新システムなど）を導入する可能性はあります。 

（２）年間調整会議による大会等の優先予約について 

⇒大会等の優先予約方法については、変更しません。 

（３）使用料の改正について 

⇒指定管理者制度の導入に伴い、使用料を値上げすることはありません。ただし、制度

の導入とは別に、全庁的な課題として使用料の適正化が挙げられており、国の消費税

率の改定に伴い、指定管理期間の途中で見直しが行われる可能性はあります。 

（４）使用料の減免措置について 

⇒使用料の減免規定は、変更しません。これまで減免措置を受けていた利用団体は、引

き続き減免措置を受けることができます。 

（５）施設の利用時間や休館日について 

⇒基本的には変更しません。ただし、事業者からの提案により、利用時間の延長や休館

日の変更を行う可能性はありますが、現在よりも利用時間等が短くなることはありま

せん。 


