平成２７年度

事 業 計 画 書

一般財団法人 さっぽろ健康スポーツ財団

平成２７年度事業計画方針
当財団では昨年、
「スポーツ・健康づくり・国際交流の普及振興と道民の健康増進に寄与する」と
いう本来の活動目的と、今後、目指すべき方向性などを職員間で共有し、より一層、組織の活性化を
図っていくため、新たな経営理念・ビジョンを策定いたしました。
平成２７年度は、この理念やビジョンを具現化し、経営基盤の安定化と強化を図るため、
「中期経営計
画」をスタートさせます。この計画の下、多彩なプログラムサービスによる「お客様満足度の向上」、
ＰＲの強化や新規顧客の開拓などの「収益の拡大」
、物品調達方法の見直しなどによる「費用の削減」、
日常業務の見直しやプロセスの改革による「業務の効率化」を加速いたします。
また、２年目を迎える指定管理施設の運営業務については、提案項目の確実な達成を進めるととも
に、さらに多くの皆様にご利用いただけるよう、これまで以上に「安全・安心」と「高い快適性」を
追求した運営に取り組んでまいります。
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１．指定管理施設の運営事業
札幌市から指定管理者の指定を受けている施設の管理運営を行い、各施設の設置目的を達成す
るため、
「スポーツの普及振興」、
「健康づくり活動の支援」
、
「スポーツ・文化活動を通じた国際交
流事業」を推進する。
（１）札幌市体育・スポーツ施設
ア 札幌市体育館グループ
№

施設名・施設概要
北区体育館

1

競技室、体育室、格技室、第 2 格技室（ボクシング室）
、トレーニング室、トレーニングデッキ、
多目的室

2

東区体育館
競技室、体育室、格技室、トレーニング室、トレーニングデッキ、多目的室
白石区体育館

3

競技室、体育室、小体育室、格技室、トレーニング室、トレーニングデッキ、ランニングコース、
多目的室

4

厚別区体育館
競技室、体育室、格技室、トレーニング室、トレーニングデッキ、ランニングコース、多目的室
豊平区体育館

5

競技室、体育室、格技室、トレーニング室、トレーニングデッキ、ランニングコース、多目的室、
野球場
清田区体育館・温水プール

6

競技室、体育室、第 2 体育室、格技室、トレーニング室、トレーニングデッキ、ランニングコー
ス、多目的室、25ｍプール、子供用プール
南区体育館

7

競技室、体育室、小体育室、格技室、トレーニング室、トレーニングデッキ、ランニングコース、
多目的室
西区体育館・温水プール

8

競技室、体育室、格技室、トレーニング室、トレーニングデッキ、ランニングコース、多目的室、
弓道場、重量挙室、25ｍプール、子供用プール、ウォータースライダー

9

10

11

手稲区体育館
競技室、体育室、格技室、トレーニング室、トレーニングデッキ、多目的室
中央体育館
競技室、体育室、格技室、弓道室、相撲室、ボクシング室、アーチェリー、多目的室
中島体育センター
体育室、小体育室、格技室、トレーニング室、講堂、多目的室

12

13

イ

白旗山競技場
距離スキーコース 25 ㎞、芝グラウンド、ローラースキーコース 630ｍ
宮の沢屋内競技場
ライフル射撃場（人工芝グラウンド）
、空気銃射撃場、多目的室

札幌市温水プールグループ

№
1

2

3

4

5

6

ウ

施設名・施設概要
東温水プール
25ｍプール、子供用プール、ウォータースライダー
白石温水プール
25ｍプール、子供用プール、会議室
厚別温水プール
25ｍプール、子供用プール、多目的プール
豊平公園温水プール
25ｍプール、子供用プール
手稲曙温水プール
25ｍプール、子供用プール
平岸プール
50ｍプール、25ｍプール

札幌市美香保体育館

№
1

エ

施設名・施設概要
美香保体育館
スケートリンク、体育館、野球場

札幌市スケート施設グループ

№
1

2

3

4

オ

施設名・施設概要
月寒体育館
スケートリンク、卓球室
月寒屋外競技場
ラグビー場、弓道場、庭球場
星置スケート場
スケートリンク
カーリング場
カーリングホール、多目的ホール

札幌市屋外競技場施設グループ

№
1

施設名・施設概要
円山総合運動場

野球場、陸上競技場、補助競技場、庭球場、多目的室
2

3

カ

麻生球場
野球場、庭球場、多目的室
厚別公園
陸上競技場、補助競技場、トレーニング室、多目的室

札幌市スポーツ交流施設

№
1

キ

施設名・施設概要
屋内アリーナ、トレーニング室、ランニングコース、イベント広場、パークゴルフ場、庭球場、
多目的室、ミーティングルーム、特別室、レストラン

札幌市藤野野外スポーツ交流施設

№
1

施設名・施設概要
フィールド（ゲレンデ、リフト）
、リージュ競技場、コアハウス

（２）札幌市健康づくりセンター
№
1

施設名・施設概要
中央健康づくりセンター
健康度測定フロア、トレーニングジム、運動スタジオ、ストレッチルーム

2

西健康づくりセンター
トレーニングジム、運動スタジオ、ウォーキングデッキ、ストレッチルーム

3

東健康づくりセンター
運動フロア、ストレッチルーム

（３）札幌国際交流館
№
1

施設名・施設概要

体育室、25ｍプール、トレーニングコーナー、ランニングコース、交流サロン、ライ
ラックホール

２．学校施設の開放事業/受託事業
札幌市内の学校施設を開放し、市民のスポーツ・文化活動を支援する。
（１） センター管理校
体育館開放（284 校）
、グラウンド開放（42 校）
、プール開放（200 校）
、格技室開放（16 校）、
文化活動練習会場学校開放（16 校）
（２） 自主管理校
体育館開放（111 校）、グラウンド開放（5 校）
、グラウンドテニス開放（1 校）

３．地域スポーツ普及振興事業
（１）スポーツ教室事業（5,800 事業 91,100 人）
体育・スポーツ施設において、技術の向上や、健康・体力づくりを目的とし、競技団体から
推薦された指導員やインストラクター、当財団指導員により教室事業を開催する。継続的な運
動の機会を提供する一般事業のほか、財団独自の取り組みによる高等教育機関・専門機関と連
携した専門性の高いプログラム開発や、地域のニーズに応じて短期、通年型、少人数制、文化
活動など幅広い指導を実施する。
また、これらには、札幌市内近郊の自然環境を生かしたアウトドアの教室（40 事業

500 人）、

学校体育施設を利用した教室（10 事業 200 人）
、ウィンタースポーツ活性化のための教室（220
事業

7,700 人）を含む。

（２）スポーツ大会、スポーツイベント事業（120 事業

25,400 人）

体育・スポーツ施設において、
「体育の日無料開放」や＊「さっぽろスポーツ DAY」の無料開放
をはじめ、地域のスポーツ活動の支援となる大会、イベント事業を開催する。
また、これらには、参加者の交流と継続意欲を高めることを目的に、スポーツ教室受講生を
対象とした大会や、供用時間外に行う朝野球大会、スポーツナイトリーグなど、複数の管理施
設合同の事業（20 事業 2,600 人）
、ウィンターレクリエーション活性化のための大会、イベン
ト（15 事業 2,200 人）を含む。
*さっぽろスポーツ DAY は市民の皆さまが健康とスポーツへの関心を深め、スポーツや健康づ
くりのきっかけとなるよう、当財団 30 周年を契機に管理施設において、毎年 5 月 5 日に「ス
ポーツ・健康づくりの日」として一斉実施する。
（３）スポーツキャラバン事業（55 事業

5,500 人）

町内会、PTA や企業等が行うスポーツ・健康づくり活動の促進を目的に指導者の派遣、スポー
ツ用具の貸し出し等を行う。
（４）歩くスキー常設コース事業（指定管理事業 白旗山 2,900 人／受託事業 中島公園 5,200 人）
冬季間、歩くスキーの常設コースを白旗山競技場と中島公園に設置・管理するとともに、中
島公園でスキー用具の無料貸し出しを行う。
（５）ウオーキングステーション事業（12 コース 1,000 人）
管理施設をスタート・ゴール地点とした、国際市民スポーツ連盟（IVV）のイヤーラウンドコ
ースを設置し、距離の認定を行う。
４．健康・体力づくり相談事業
（１）健診事業
生活習慣病予防のための健康診断等、各種検査を実施する。
・女性のフレッシュ健診／指定管理事業（45 回 1,300 人）
・健康度測定・体力測定／指定管理事業（1,700 人）
・特定健康診査、大腸がん検診及び緊急肝炎ウィルス検査／受託事業
・健康度測定受診者対象のオプション検査等
（２）健康増進事業
健康づくりセンターにおいて、医師、保健師、管理栄養士などによる生活習慣病予防のため

の教室や各種相談、指導事業を実施する。また、白石・南・清田区体育館温水プールにおいて
健康体力測定等を実施する。
・健康・栄養相談／指定管理事業
・国保特定保健指導業務／受託事業
・健康づくり支援教室、健康講座等（20 事業 200 人）
・健康体力測定（10 事業 100 人）
（３）運動指導事業
健康づくりセンター、白石・南・清田区体育館温水プールにおいて、健康運動指導士、理学
療法士などによる健康サポート教室や運動指導を実施する。
・自由参加プログラム／指定管理事業（30 事業 52,700 人）
・健康サポート教室等（360 事業 9,700 人）
・高齢者運動機能向上事業、国保運動お試し券事業／受託事業
・地域団体等への運動指導員の派遣（20 事業 1,500 人）
（４）研修事業
・地域の健康づくりを担う人材育成研修／指定管理事業（1 事業

30 人）

・運動指導従事者等を対象とした研修（1 事業 30 人）
５．国際交流推進事業
（１）国際交流事業／指定管理事業（34 事業 3,000 人）
札幌国際交流館において、世界ふれあいひろばや留学生のスポーツ交流会等、JICA や公益財
団法人札幌国際プラザと共催で、市民と外国人がスポーツ・文化活動などを通じて相互理解及
び親善を深め、国際交流を推進する事業を実施する。
（２）スポーツ教室事業等（220 事業 3,500 人）
技術の向上や、健康・体力づくりを目的とし、競技団体から推薦された指導員やインストラ
クター、当財団指導員により教室事業を開催し、継続的な運動の機会を提供する。
６．地域コミュニティ活性化事業（80 事業 60,000 人）
区役所、商店街組合、町内会等と連携して、地域活性化の活動・イベントに運営参画するとと
もに、施設近隣の住民を対象とした水上安全無料講習会などの啓発事業を実施する。
７．情報提供及び調査研究事業
（１）各種媒体の活用により、健康・スポーツ及び国際交流に関する情報を積極的に発信し、施設
の利用を促進する。
（２）健康・スポーツ及び国際交流情報を広く提供するため、
「ヘルス＆スポーツライフ」
（Health
＆SportsLife：年 4 回、各 10,000 部）を発行する。また、財団ホームページにおける情報内容
を拡充させる。
（３）健康・スポーツに関する調査研究を行い、医科学的根拠を持った情報・プログラムを市民、
関係機関へ発信する。

８．スポーツ大会・イベントの開催
（１）第 38 回北海道を歩こう
札幌市立真駒内中学校をスタートし、支笏湖ポロピナイまでの 33 ㎞と、真駒内カントリーク
ラブまでの 10 ㎞コースで開催し、春の北海道を満喫するウォーキングイベント。
※昨年 9 月に発生した記録的集中豪雨の影響により、コース（国道 453 号）の一部で路肩等
の損壊や土砂崩れがおき、一部歩道が通行不能のため、今年度は 10 ㎞のみで開催する。また、
ゴール会場の広さ等を考慮し、先着定員制での申込みとする。
開 催 日：5 月 24 日（日）
会

場：真駒内中学校～真駒内カントリークラブ

種

目：10 ㎞

参加人数：1,000 人（先着・定員）
（２）6 時間リレーマラソン 2015in 札幌ドーム
1 周 2 ㎞の札幌ドーム特設コースをチームでたすきをつなぎながら走るリレーマラソン。
開 催 日：6 月 28 日（日）
会

場：札幌ドーム

種

目：6 時間リレーマラソン、42.195km リレーマラソン

参加者数：9,000 人
（３）第 40 回記念札幌マラソン大会
北日本最大の市民ハーフマラソン大会。ハーフマラソン及び 10 ㎞は日本陸連公認コース
開 催 日：10 月 4 日（日）
会

場：真駒内セキスイハイムスタジアム他

種

目：ハーフマラソン、10 ㎞、5 ㎞、中学生、小学生、ファンペア、車イス

参加者数：15,000 人
（４）第 36 回札幌国際スキーマラソン大会
国内唯一、世界的にクロスカントリースキーの普及を図る連合体「ワールドロペット」に加
盟する大会。毎年、海外からも多くの参加がある。
開 催 日：2 月 7 日（日）
会

場：札幌ドーム、旧西岡オリンピック記念競技場を含む周辺コース

種

目：スキーマラソン 50 ㎞・25 ㎞、歩くスキー11 ㎞・5 ㎞・3 ㎞

参加者数：2,200 人
（５）スポーツ大会・イベントとの連携・協力事業
・第 19 回北の都札幌ツーデーウオーク（6 月 20 日・21 日）
・2015 札幌 30Ｋ（7 月 11 日）
・2015 北海道マラソン（8 月 30 日）
・サッポロヘルス＆ビューティフェア 2015（10 月下旬）
・ウィンタースポーツフェスタ in 大倉山（2 月上旬）
・第 9 回とよひらおもしろスノーパーク（2 月中旬）
・大通公園ウインタースポーツフェスティバル（2 月下旬）

他

９．物品販売・貸付及び飲食店業
施設利用者に対する利便向上を目的に、売店・レストランや自動販売機を設置するとともに、
コインロッカー・スポーツ用品の貸し出しを行う。
１０．その他事業
（１）関係団体との連携・協力事業
・北海道歩くスキー協議会の運営
北海道内の歩くスキー、クロスカントリー15 大会が加盟している同協議会の事務局を担い、
大会相互の連携と発展を図る。
・スポーツボランティアの育成支援
スポーツイベントの活性化を図るため、NPO 法人日本スポーツボランティアネットワーク
に加盟し、スポーツボランティアを育成して活動を支援する。
・
「事業連携包括協定」の締結
北翔大学との間で、学生が札幌マラソン等の運営等に携わる「事業連携包括協定」を締結
し、スポーツイベントの活性化を促す。
・スポーツ・運動指導者及び施設運営管理者の育成
（公財）日本体育施設協会や順天堂大学等との連携により、スポーツ・運動指導者及び健康・
スポーツ施設の運営管理者を育成する。
・プロスポーツへの貢献事業
北海道フットボールクラブをはじめとする地域密着型のプロスポーツチームを支援すると
ともに、協働イベントの開催を通じて地域スポーツの振興と市民との触れ合いの場の創出を
図る。
・職員の派遣、役員就任等
一般財団法人札幌市体育協会へ職員を派遣し、団体の活動を支援するとともに、関連団体
が主催する健康・スポーツ事業への役員就任や後援等を行い、スポーツの普及振興と健康づ
くり活動を支援する。また、第 8 回札幌アジア冬季競技大会組織委員会への職員派遣を行い、
市民と選手の交流をはじめ、ウインタースポーツの振興を行う。
（２）社会貢献及び環境美化活動
・環境保全活動
札幌市や地域の関係団体と連携した河川敷清掃、植栽等の環境美化活動の実施、ペットボ
トルキャップの回収による世界の貧困に苦しむ子供たちへの支援活動の実施等、環境保全活
動を積極的に行う。また、次世代を担う子どもたちに環境問題の現状と対策を伝えていくた
め、環境教育へのクリック募金に協力する。
・地域防犯活動
登下校時のスクールガードや、子どもを見守るパトロール等、公的機関及び町内会等と連
携し、地域における防犯活動を推進する。また、さっぽろ救急サポーターとして、事故発生
時には応急手当等の迅速な対応を行い、救命率の向上に協力する。
・地域への安全なスポーツ環境の提供
施設を利用するサークル団体や地域住民などからの要請に応じ、ＡＥＤの無料貸出しを行

うとともに、救急救命講習会及び水上安全法講習会などの開催を通じて、地域の安全・安心
なスポーツ活動の実施に協力する。
・インターンシップ等の推進
インターンシップや職場体験学習を積極的に受け入れ、学生や産業界等の活動を支援する。
・障がい者就労施設等への協力
障がい者就労施設等から物品購入、印刷発注等、地域の福祉施策へ積極的に協力する。
・募金活動
社会貢献や地域支援などを目的とした関係機関との連携支援として、盲導犬育成支援募金
及び東日本大震災復興支援募金などに協力する。
・献血への協力
全従業員へ呼びかけ、北海道血液センターでの献血に協力する。

（収支見込）
収入予定

４，２３５，５７０，０００円

所要経費

４，１９７，１５４，０００円

