
１　事業の成果

２　事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業
　１）スポーツ推進事業

体育スポーツ
の振興及び競
技力の向上

優秀団体・優秀選手の表彰 5/23 矢巾町公民館 12個人
県民体育大会矢巾町選手団結団式

県民体育大会報告会の開催
県民体育大会スキー選手団激励会 1/7 矢巾町公民館 6人

第22回矢巾町ロードレース大会実行
委員会設立

県民体育大会矢巾町選手団の派遣

5/29

令和３年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人矢巾町体育協会

事業名（定款
に記載した事
業）

具体的な事業内容 実施時期 実施場所 参加者等

　令和３年度事業方針に基づき、指定管理者として矢巾町民総合体育館と矢巾町屋外運動場（かっこうグ
ラウンド）の管理運営に加えて、競技スポーツの推進と生涯スポーツの振興を図るため、各競技団体並び
に「楽々クラブ矢巾」等との連携を図りながら競技力の向上に努めるとともに、町民が生涯に亘りスポー
ツに親しめるようにスポーツの普及を図り、コロナ禍においても徹底した感染症対策を講じながら各種事
業を展開した。
　「生涯スポーツの振興」では、第４０回町民スポーツ大会などの大人数が集まり、感染リスクが高いイ
ベントや岩手県独自の緊急事態宣言下でのイベントについては開催を中止せざるを得なかったが、その他
の事業は感染症対策を講じながら実施することができた。
　「競技スポーツの推進」では、２年ぶりの開催となった岩手県民体育大会夏季大会に「１７競技２１３
名」の選手団でのぞみ、団体では柔道競技３人制の部で優勝を勝ち取り、個人ではカヌー競技をはじめ５
競技６種目で優勝を勝ち取ることができた。また、冬季大会では、スキー競技で２種目６名が上位入賞
し、団体男女総合第３位の好成績を収めることができた。
　「スポーツ環境の整備」では、本町初のオリンピック選手となった水本圭治選手を支援するべく、令和
元年１１月の後援会発足以来活動を行い、支援金の交付や激励会の開催など、水本圭治選手が世界の大舞
台で活躍するための支援を行った。また、３月に開催された北京２０２２冬季パラリンピック大会に２大
会連続出場した髙橋幸平選手についても、１月に支援する会を結成し、広く町内外から協力金を募り、髙
橋幸平選手へ強化支援金として交付した他、激励会やテレビ観戦会を開催し、髙橋幸平選手を町民一丸と
なって支援する活動を行った。
　「ＮＰＯ法人の適正な管理と指定管理者としての施設管理・運営の徹底」では、施設独自のガイドライ
ンに基づいた施設利用の周知・徹底と、顔認証自動検温システムを活用した衛生管理などにより、コロナ
過でも安心・安全に施設を利用できる環境づくりに努めた。

矢巾総合射撃場
矢巾町マレットゴルフオープン大会 5/9 室岡ＭＧ場 中止

矢巾町公民館 24人

中止

5/30～1/16

紫波郡中学生ソフトテニス大会 8/28 矢巾中・矢巾北中テニスコート 95人

さわやか町民ペタンク大会 7/3，9/25 ペタンク場 16人，中止

コロナに負けるなチャリティーオープンゴルフ大会 8/8 新山コース 43人
矢巾町野球大会 8/22，8/29 総合グラウンド 中止

県営御所湖漕艇場ほか

楽々クラブ矢巾との共催事業の開催 4月～3月 町民総合体育館ほか

矢巾町マレットゴルフ町長杯 6/27 室岡ＭＧ場

矢巾町テニス大会 6/13 広宮沢公園
矢巾町長杯ペタンク大会 6/20 矢巾東小グラウンド

矢巾町民ゴルフ選手権大会 5/9 新山コース

パラリンピアン髙橋幸平選手を支援
する会事業

1月～3月 町民総合体育館ほか

219人
11/5 矢巾町公民館 16人

28人

699人

水本圭治選手後援会事業 4月10月 町民総合体育館ほか

中止

38人
中止

42人

矢巾町民射撃大会 5/30，10/31

各種体育大
会、講習会等
の開催及び援
助



中止

99人

受講者なし

盛岡広域スポーツコミッション会議
への参加

1/20

実績なし

岩手県スポーツ指導者研修会等への参加

7/2，10/13，
12/8，1/12，
1/26，2/2，
2/5，2/11，
2/21，2/24

県営武道館ほか 10人

45人

種目別協会長会議の開催 5/6，2/3 町民総合体育館 25人

受講者なし

5/23 矢巾町公民館 55人

理事会の開催 5/13，3/17 町民総合体育館

1人

生涯スポーツ
推進及び指導

職員研修会の開催 6/25，12/24 町民総合体育館 11人

幼児期からのアクティブ･チャイルドプ
ログラム講師講習会への参加

盛岡市中央公民館
1人

岩手県体育協会評議員会等への参加 6/15

その他、本会
の目的を達成
するために必
要な事業

定期総会の開催

屋内ゲートボール場

80人

受講者なし

清掃活動 10/23 屋外運動場 75人

本部総会 5/6
町民総合体育館
（書面表決）

指導者、リーダー養成・研修会への参加

4月，2月 サンセール盛岡ほか

個別フィットネスレッスン 随時 町民総合体育館 8人

該当者なし

指導者の派遣によるスポーツ指導 4～3月 町民総合体育館他 118人
トレーニング室ガイダンス 随時 町民総合体育館

該当者なし

マレットゴルフシニア大会

矢巾町スキーチャレンジカップ

矢巾町バドミントンシングルス大会 2/26 町民総合体育館

矢巾町剣道大会 12/5 不動小学校体育館

9/7 室岡ＭＧ場

町民の体力向
上に関する事
業の企画及び
実施並びに指
導

2/5 町民総合体育館
運動適正テスト 11/3 町民総合体育館

スポーツ少年
団の育成

紫波郡バスケットボール大会

優秀団体・優秀選手の表彰 随時
日本スポーツ少年団顕彰 随時

やはばキッズスポーツセミナー 9/4，2/5 町民総合体育館
国際貢献事業「スポーツ･フォー･
トゥモロー（SFT）」の実施

岩手県スポーツ少年団主催会議への参加

6月，10月 岩手大学

28人

3/12 町民総合体育館 中止
3/13 岩手高原 中止

8/22 町民総合体育館 中止

矢巾町バドミントン大会 12/18 町民総合体育館 中止

矢巾町行政区対抗卓球大会

中止

11/14 町民総合体育館 中止
矢巾町ボウリング大会 11/21 盛岡スターレーン 14人

50人11/13
マレットゴルフヘルシー大会 10/24 室岡ＭＧ場
矢巾町ゲートボール選手権大会

具体的な事業内容 実施時期 実施場所

小学生陸上教室（1期・2期） 5月～9月 屋外運動場 257人

サンセール盛岡

4～3月 町民総合体育館

参加者等
事業名（定款
に記載した事
業）

各種体育大
会、講習会等
の開催及び援
助

南昌山元朝登山 1/1 南昌山 10人

中止
矢巾町野球協会長杯 9/26 広宮沢公園 49人

矢巾町スポーツチャンバラ大会

矢巾町テニスダブルス大会 10/10 広宮沢公園 20人

中止
矢巾町卓球選手権大会

中止

矢巾町民町長杯ゲートボール大会 2/5 屋内ゲートボール場 中止

指導者スキルアップセミナー
62人

2/6 町民総合体育館 中止



  ２）指定管理事業

（２）その他の事業

矢巾町が設置
する体育施設
の管理運営受
託

事業名（定款
に記載した事
業）

具体的な事業内容 実施期日 実施場所 参加者等

矢巾町が設置
する体育施設
の管理運営受
託

参加者等
事業名（定款
に記載した事
業）

具体的な事業内容 実施期日 実施場所

4,592人
町民スポーツ大会総合開会式 中止

矢巾町民総合体育館の管理運営 4月～3月 町民総合体育館 51,742人
矢巾町屋外運動場の管理運営 4月～3月 屋外運動場

中止

男女混合ソフトバレーボール大会 中止
男女混合スローソフトボール大会 中止

マレットゴルフ大会

矢巾町少年野球大会 7/24 総合グラウンド 57人

ペタンク大会 中止
男女混合輪投げ大会 中止

中止町民スポーツ大会総合閉会式

185人
町民総合体育館

町民登山 9/12 八幡平 中止
町民スポーツ・レクレーション祭 12/4 町民総合体育館 81人

108人

62人

26人
12人

スイミングワンポイントレッスン 7月7日 不動小学校 68人

7/31 御所湖広域公園

260人

441人

7/27～8/6 町民総合体育館

ヒップホップダンス教室 10/13～12/22 町民総合体育館
アウトドア・スポーツ体験教室

キンダースポーツプログラム（1期・
2期）

健康体力つくりセミナー 1/14～3/11 町民総合体育館
ソフトテニス教室 10/5～11/26 町民総合体育館

82人

施設の維持管
理等

JPPC日本公共スポーツ施策推進協議
会研修会への参加

木製床管理者養成講習会への参加
国立オリンピックセンター

100人

4月～3月 町民総合体育館

春トレ・秋トレキャンペーンの実施 4月・10月 町民総合体育館

スキー・スノーボード教室 1/4～1/6 岩手高原スノーパーク
61人

キッズベーシックスポーツ教室（1
期・3期）＊2期は中止

6/3～11/25 町民総合体育館

国立オリンピックセンター

ルーシーダットン教室 6/15～11/30

屋外運動場 4,592人

0人

事業名（定款
に記載した事
業）

具体的な事業内容 実施期日 実施場所 参加者

中止

中止

全国公認スポーツプログラマー研究
大会への参加

国立オリンピックセンター 中止

いわて消防団応援の店登録事業

飲食物等の販
売

自動販売機等による清涼飲料水等の
販売及びスポーツタオル・高機能マ
スクの販売

4月～3月

町民総合体育館 51,742人

6/1～10/30 町民総合体育館 155人

ジュニアトータルスポーツ教室 6/5～12/11 町民総合体育館ほか

夏休み自習室開放


