
 

 

平成３０年度 公益財団法人高松市スポーツ協会 事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

  当協会は、市民のスポーツ・レクリエーションを振興するとともに、体力の向上を図り、生

涯スポーツを推進することにより市民に広くスポーツに親しむことができる機会を提供し、高

松市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設等を効果的、効率的に活用して、豊かな

人間性の涵養と健康で文化的な市民生活の実現を目指します。 

  また、本年度より、高松市スポーツ関係団体の一元化に伴い、高松市体育協会、高松市地区

体育協会連絡協議会、高松市体力つくり市民会議及び高松市スポーツ少年団が従前行っていた

事業を当協会が承継し、「体育・スポーツ・健康・施設」を融合連動させることで、各団体が持

つ専門的な知識、経験及びネットワークを効果的に活用し、競技スポーツ、地域スポーツ、健

康・レクリエーションスポーツ及び青少年スポーツを振興するとともに、スポーツに関する団

体及び人材を育成することにより、市民が積極的かつ主体的に参画できるスポーツ環境づくり

を行い、ライフステージに対応したスポーツ活動の推進を図ります。 

 

Ⅱ 公益目的事業１ 

 １ スポーツ教室開催事業（自主事業） 

   自主事業として、幼児から高齢者までの幅広い年齢層を対象に、高松市スポーツ施設の特

徴を生かした各種スポーツ教室を開催し、生涯スポーツの推進を図る。 

施 設 名 教  室  名 教室数(日数) 参加対象（募集人数） 

高松市総合体育館 

美しいボディを作るピラティス教室（女性） ３期（ 45日） ２０歳以上 （ 75人） 

ボディシェイプ＆からだ機能改善

体操教室（女性） 
４期（ 40日） ２０歳以上 （160人） 

インドアテニス教室（初心者） ２期（ 20日） ２０歳以上 （ 90人） 

フィットネスヨーガ教室 ６期（ 90日） １８歳以上 （360人） 

楽しいフラ教室（女性） ８期（ 80日） ２０歳以上 （160人） 

親子で楽しくリトミック体操教室 １期（  8日） 幼児と保護者  （ 30組） 

楽しく動いて骨盤体操ストレッチ教室（女性） ３期（ 42日） １８歳以上 （ 75人） 

体の姿勢を整える簡単ヨーガ教室 ３期（ 45日） １８歳以上 （180人） 

きかい体操教室 ２期（ 10日） 幼児～小学生 （ 60人） 

からだすっきり！ストレッチポール教室（女性） ３期（ 42日） １８歳以上 （ 75人） 

簡単で効果的！美姿勢目指して

ひめトレ教室（女性） 
３期（ 45日） ２０歳以上 （ 75人） 

ベリーダンス教室 12期（120日） １６歳以上 （240人） 

エンジョイバレーボール教室 

髙橋久夫メモリアルＣＵＰ（女性） 
１期（  6日） ２０歳以上 （ 50人） 

スポーツチャンバラ教室 １期（  5日） 小学生以上  （ 30人） 

屋島里山歩き健康道場 ２期（  8日） だれでも   （ 60人） 

タヒチアンエクササイズ教室 ４期（ 40日） ２０歳以上 （ 80人） 

スロートレーニング健康教室 ４期（ 40日） だれでも   （120人） 

理想のからだを作れる！スロー 

トレーニング教室（女性） 
３期（ 42日） １８歳以上 （ 75人） 

 



 

 

 

ウォーキング教室 １期（  4日） だれでも   （ 15人） 

陸上選手が教えるカケッコ・マラソン

教室 
２期（ 10日） 小学生     （ 50人） 

ハッピーセカンドライフ教室 １期（  8日） ５０歳以上 （ 20人） 

高松市ヨット競技場 ピラティス教室（女性） ３期（ 30日） １８歳以上 （105人） 

高松市立市民プール 
小学生水泳教室 １期（ 10日） 小学生     （120人） 

プールでカヌー体験教室 １期（  1日） 小学生以上  （ 10人） 

高松市福岡町プール 

幼児の水泳教室 12期（120日） 幼児    （300人） 

体をほぐそう水中運動教室 ３期（ 29日） １８歳以上 （ 60人） 

初めてのクロール教室 ６期（ 60日） １８歳以上 （ 60人） 

小学生の初めてのクロール教室 ６期（ 59日） 小学生   （180人） 

高松市亀水運動センター 

テニス教室 ２期（ 20日） １８歳以上 （ 50人） 

キッズ体操教室 ３期（ 28日） 幼児    （ 90人） 

メタボ予防エアロビクス教室 ３期（ 45日） １６歳以上 （ 45人） 

親子で楽しくリトミック体操教室 ３期（ 34日） 幼児と保護者 （ 45組） 

自力整体教室 ６期（ 80日） １６歳以上 （ 90人） 

親子でスポンジボールテニス教室 ３期（ 34日） 
幼児～小学生と保護者 

        （ 60組） 

キッズ・スイミング教室 ２期（ 20日） 幼児～小学生 （ 50人） 

高松市西部運動センター 

バドミントン教室（初・中級者） １期（  8日） 高校生以上 （ 40人） 

ヨーガ教室 ５期（ 65日） ２０歳以上 （360人） 

基礎からはじめるウォーキング＆

ランニング教室 
１期（  1日） 小学生以上 （ 30人） 

ラージボール卓球教室 ３期（ 24日） ２０歳以上 （ 72人） 

トランポリン教室 ４期（ 29日） 幼児～小学生 （ 92人） 

少年サッカー教室 １期（  5日） 小学生     （ 20人） 

高松市かわなべ 

スポーツセンター 

美しいボディを作るピラティス教室（女性） ３期（ 45日） １８歳以上 （ 75人） 

たのしく踊ろう！キッズダンス教室 ２期（ 24日） 幼児    （ 50人） 

骨盤体操教室 ３期（ 36日） １８歳以上 （ 75人） 

親子ふれあい運動教室 ３期（ 30日） 幼児と保護者 （105組） 

スマイルヨーガ教室 ３期（ 36日） １８歳以上 （ 90人） 

全身すっきりストレッチ教室 ３期（ 45日） １８歳以上 （ 75人） 

夜のヨーガ教室 ６期（ 90日） １８歳以上 （150人） 

からだハツラツ健康づくり教室 ２期（ 14日） ６０歳以上 （ 50人） 

全身シェイプアップ脂肪燃焼水中

ステップ教室 
３期（ 36日） １８歳以上 （120人） 

カラダにやさしい水中運動教室 ３期（ 36日） １８歳以上 （120人） 

日常生活らくらく体操教室 ３期（ 32日） １８歳以上 （ 90人） 

水とあそぼう幼児のスイミング

教室 
６期（ 60日） 幼児    （180人） 

小学生のクロールを美しく泳ぐ教室 ３期（ 30日） 小学生   （ 90人） 

高松市牟礼総合体育館 

朝ヨガ教室 ３期（ 42日） １８歳以上 （ 60人） 

のびのびピラティス教室 ３期（ 36日） １８歳以上 （ 60人） 

自力整体教室 ６期（ 87日） １８歳以上 （ 90人） 
 



 

 

 

からだ機能改善体操教室 ３期（ 45日） ５０歳以上 （ 60人） 

ヒップホップダンス教室（初心者） ３期（ 45日） 小・中学生 （ 60人） 

アロマでリラックスヨーガ教室 ３期（36日） １８歳以上 （ 60人） 

楽しいフラ教室（女性） ４期（40日） ２０歳以上 （ 60人） 

ウェーブストレッチ教室 ３期（42日） １８歳以上 （ 60人） 

高松市香川総合体育館 

小学生バドミントン教室 １期（ 8日） 小学生   （ 60人） 

ハンドボール教室 ３期（24日） 小学生～高校生 （129人） 

夏休み小学生トランポリン教室 １期（ 5日） 小学生     （ 24人） 

ママとベビーのはぐたいむヨガ教室 ２期（10日） 乳児と保護者 （ 30組） 

ピラティス教室 ３期（45日） １８歳以上 （ 60人） 

ウェーブリング教室 ３期（45日） １８歳以上 （ 60人） 

骨盤教室 ３期（45日） １８歳以上 （ 60人） 

夜ヨガでセルフケア教室 ６期（90日） １８歳以上 （ 90人） 

自力整体教室 ３期（45日） ２０歳以上 （ 60人） 

パラバド教室 ２期（10日） 肢体不自由者（ 40人） 

高松市香川町川東体育館 きかい体操教室 ３期（30日） 小学生   （ 60人） 

高松市立仏生山公園

体育館 

はつらつ若返り体操教室 ４期（36日） ２０歳以上 （160人） 

エアロビクス教室 ８期（68日） １８歳以上 （200人） 

卓球教室（初・中級者） ３期（24日） １８歳以上 （ 60人） 

キッズ体操教室 ３期（30日） 幼児    （ 90人） 

ウェーブストレッチリング体操教室 ４期（32日） １８歳以上 （ 80人） 

高松市立仏生山公園

温水プール 

浮・浮・楽・楽 水中ウォーキング

教室 
３期（26日） ２０歳以上 （ 90人） 

やさしい水中リズムウォーキング教室 ２期（20日） ２０歳以上 （ 60人） 

はじめての水あそび教室 ３期（30日） 幼児    （ 90人） 

子どもとスキンシップ親子水あそび

教室 
２期（16日） 幼児と保護者 （ 60組） 

高松市国分寺 

橘ノ丘総合運動公園 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 

体幹トレーニング教室 ３期（36日） １８歳以上 （ 90人） 

ヨガ教室 ３期（36日） １８歳以上 （ 90人） 

自力整体教室 ３期（15日） １８歳以上 （ 30人） 

小学生のクロールを泳ぐ教室 ２期（15日） 小学生   （ 60人） 

大人クロール教室 １期（ 5日） １８歳以上 （ 15人） 

プールでカヌー・ヨット体験教室 ２期（ 2日） 小学生以上 （ 20人） 

プールでカヌー無料体験教室（障がい者） １期（ 1日） 小学生～高校生 （ 10人） 

海洋性スポーツ教室「カヌークラブ員」 ２期（19日） 小学生～高校生 （ 40人） 

夏休みヨット教室 １期（ 5日） 小学生   （  5人） 

親子カヌー教室 １期（ 3日） 小学生と保護者（  5組） 

ヨット・カヌー体験教室 １期（50日） 小学生以上 （ 50人） 

大人カヌー教室 １期（ 3日） １８歳以上 （ 10人） 

高松市国分寺 

橘ノ丘総合運動公園 

屋内ゲートボール場 

夏休みキッズテニス教室 １期（ 8日） 小学生   （ 30人） 

 

 



 

 

高松市国分寺 

橘ノ丘総合運動公園 

勤労者野外活動施設 

テニス教室 ６期（80日） 小学生～中学生 （135人） 

ソフトテニス教室 ２期（10日） 小学生～中学生 （ 60人） 

高松市立東部運動公園 

からだの調子を整えるヨーガ教室 ８期（80日） １８歳以上 （200人） 

ポールウォーキング教室 ２期（10日） １８歳以上 （ 30人） 

少年サッカー教室 １期（ 1日） 小学生   （100人） 

ガールズサッカー教室 １期（ 1日） 小学生   （100人） 

タグラグビー教室 １期（ 1日） 小学生   （100人） 

フットサル教室 １期（ 1日） １８歳以上 （ 40人） 

高校生のための弓道教室 １期（ 5日） 高校生   （ 30人） 

ソフトボール教室 １期（ 1日） 小学生   （100人） 

合  計 １０５教室 ３１７期 （8,317人、335組） 

 

 ２ レクリエーション教室開催事業（自主事業） 

   自主事業として、高松市スポーツ施設の会議室等を使用してレクリエーション教室を開催

し、施設の有効活用を図る。 

施 設 名 教  室  名 教室数(日数) 参加対象（募集人数） 

高松市総合体育館 

大人のバルーンアート講座 １期（ 1日） １８歳以上 （ 10人） 

親子バルーンアート教室 １期（ 1日） 
幼児～小学生と保護者 

        （ 20組） 

夏休み小学生工作教室 １期（ 1日） 小学生   （ 20人） 

片付け講座 ２期（ 2日） だれでも   （ 30人） 

小学生昆虫教室 １期（ 1日） 小学生   （ 20人） 

ポンポンマスコット教室 １期（ 1日） だれでも   （ 15人） 

走れるサンダルワラーチを作ろう １期（ 1日） だれでも   （ 15人） 

高松市亀水運動センター 
夏休み工作教室 １期（ 1日） 小学生   （ 20人） 

親子でクリスマスリースを作ろう １期（ 1日） 小学生と保護者（ 15組） 

高松市西部運動センター 
スマートフォンを使ってみよう ２期（ 2日） ２０歳以上 （ 50人） 

盆栽教室 ２期（ 6日） だれでも   （ 30人） 

高松市かわなべ 

スポーツセンター 
親子で楽しくバルーンアート教室 ２期（ 2日） 

幼児～小学生と保護者 

        （ 40組） 

高松市香川総合体育館 
夏休み小学生工作教室 １期（ 1日） 小学生   （ 20人） 

英会話教室 ３期（24日） １８歳以上 （ 60人） 

高松市立東部運動公園 

夏休み小学生工作教室 １期（ 1日） 小学生   （ 10人） 

冬休み小学生工作教室 １期（ 1日） 小学生   （ 10人） 

いけばな体験教室（初心者） １期（ 1日） １６歳以上 （  5人） 

リース作り体験教室（初心者） １期（ 1日） １６歳以上 （ 10人） 

お正月飾り作り体験教室（初心者） １期（ 1日） １６歳以上 （ 10人） 

合  計 １９教室 ２５期 （335人、75組） 



 

 

 ３ スポーツ相談・指導者派遣事業 

   スポーツプログラマーやトレーニング指導士などの有資格者によるスポーツ相談・指導者 

派遣事業を実施する。また、高松市総合体育館のトレーニング室等で体力診断を実施し、個々 

の体力と目的に応じたトレーニングメニューの提供、トレーニングの基礎的又は専門的な理 

論と実技指導を行う。 

施 設 名 教  室  名 開催日等 

高松市総合体育館 

体力診断Ａコース（体力測定） 

申込みの都度 体力診断Ｂコース（体力測定＆トレーニングメニュー

提供） 

高松市かわなべ 

スポーツセンター 

介護予防日常生活支援総合事業「高松市元気いきいき

教室」 

８月～３月 

（水曜日） 

 

 ４ 高松スポーツカーニバル２０１８の開催 

   ５月２０日（日）に、高松市立仏生山公園内及びその周辺で、「高松スポーツカーニバル 

  ２０１８」を開催し、広く市民にスポーツ活動への参加を促し、健康増進と体力向上に資す 

るとともに、スポーツ施設の利用促進を図る。 

実 施 場 所 
実 施 種 目 

（募集人数） 
実 施 内 容 

高松市立仏生山公園

周辺 

歩く  （300人） クレーターウォーク、健康ウォーク 

踏む  （ 50人） サイクリング 

高松市立仏生山公園

温水プール 

泳ぐ  （100人） 小学生水泳教室 

泳ぐ 温水プール無料開放 

高松市立仏生山公園

体育館 
各種スポーツ体験等 

トランポリン、ニュースポーツ＆オールドスポーツ、 

体操教室、ボッチャ 

 

高松市立仏生山公園内 

走る  （100人） 小学生走り方教室 

各種スポーツ体験等 
ドッジボール、スナッグゴルフ、スポーツチャンバラ、

キッズテニス、ティーボール、太極拳、体力測定 

その他体験コーナー 
バルーンアート、エコクラフト、エアドーム、ミニＳＬ、

釜揚げうどん、動物愛護コーナー 

 

 ５ イベント開催事業（自主事業） 

   高松市スポーツ施設において、有名選手を招いてスポーツ教室を開催するほか、各スポー

ツ団体と共催で事業を開催するなど、当協会を広くＰＲするため各種イベントを開催する。 

  ⑴ ソフトボール大会、サッカー大会、少年野球大会、グラウンドゴルフ交歓大会 

  ⑵ 「旧高松城まつり」と連携したスポーツイベント 

  ⑶ 「海の日」海洋性スポーツ無料体験 

⑷ 夏休み子どもキャンプ＆プールでペットボトル浮き体験 

⑸ ヨット競技場リニューアルオープニングイベント 

⑹ りんくうスポーツ公園オープニングイベント、紙飛行機大会 



 

 

 ６ スポーツ施設の個人使用 

   体育館及びプールの専用使用がないときに、個人が気軽にスポーツ練習ができる機会を提 

  供し、生涯スポーツの振興を図る。 

  ⑴ 体育館等の個人使用 

施 設 名 室 場 名 可 能 種 目 使 用 日 

高松市総合体育館 

第２競技場 

バドミントン、インディアカ、

ソフトバレーボール、新体操、

ダンスなど 
専用使用がない開館

日は、随時使用可能 第１・２武道場 柔道、剣道、空手道、太極拳など 

和弓場 弓道 

アーチェリー場 アーチェリー 

卓球場 卓球 
常時使用可能 

トレーニング室 トレーニング 

高松市亀水運動センター 

体育館 
バドミントン、卓球、空手道、

剣道、太極拳、ソフトバレー 

ボール、インディアカ、新体操、

ダンスなど 

専用使用がない開館

日は、随時使用可能 

ただし、亀水、かわ

なべに限り第２土曜

日は、個人使用日 

高松市西部運動センター 

高松市かわなべ 

スポーツセンター 

高松市牟礼総合体育館 

競技場 

アリーナ 柔道、空手道、ダンスなど 

トレーニング室 トレーニング 常時使用可能 

高松市香川総合体育館 
第１・２競技場 

バドミントン、卓球、空手道、

剣道、太極拳、ソフトバレー 

ボール、インディアカ、新体操、

ダンスなど 

専用使用がない開館

日は、随時使用可能 

トレーニング室 トレーニング 常時使用可能 

高松市香南体育館 

体育館 
バドミントン、卓球、空手道、 

剣道、太極拳、ソフトバレー 

ボール、インディアカ、新体操、 

ダンスなど 

専用使用がない開館

日は、随時使用可能。 

ただし、仏生山に限

り第２土曜日は個人

使用日 

高松市立仏生山公園体育館 

高松市牟礼中央公園

運動センター 

高松市国分寺橘ノ丘

総合運動公園Ｂ＆Ｇ

海洋センター 

アリーナ 

多目的ルーム 空手道、剣道、太極拳など 

高松市立東部運動公園 
弓道場 弓道 

アーチェリー場 アーチェリー 

※ 高松市香南体育館は、卓球が使用不可（２階卓球室・多目的ルームは、専用使用で可能） 

  ⑵ プールの個人使用 

施 設 名 室 場 名 可 能 種 目 使 用 日 

高松市立市民プール 流水プールなど 

水泳、水中ウォーキング 
夏期の開設期間中、

常時使用可能 
高松市亀水運動センター ２５ｍプールなど 

高松市牟礼町プール ５０ｍプールなど 

高松市国分寺橘ノ丘

総合運動公園Ｂ＆Ｇ

海洋センター 

２５ｍプールなど 水泳、水中ウォーキング 

夏期の開設期間中、

休館日（月曜日）以

外は使用可能 

 



 

 

高松市福岡町プール 

２５ｍ温水プールなど 水泳、水中ウォーキング 

通年で、使用可能 

休館日（福岡町・か

わなべ：火曜日、仏

生山：月曜日）以外

は使用可能 

高松市かわなべ 

スポーツセンター 

高松市立仏生山公園

温水プール 

 

 ７ 使用申請受付業務及び施設の年間利用調整業務 

   「かがわ電子自治体システム施設利用申込サービス」の機能を十分に活用し、施設の利用 

  に関する使用申請の受付及び使用許可に関する業務を行うとともに、次年度の大会・行事等

で重複する主な施設の利用団体の年間利用日を調整し、円滑で効率的な運営を図る｡ 

実施月 利用調整室場 利 用 調 整 対 象 施 設 

平成３０年 

１２月 

体育館、 

会議室等 

高松市総合体育館、高松市ヨット競技場、高松市亀水運動センター、

高松市西部運動センター、高松市牟礼総合体育館、高松市香川総合

体育館、高松市立仏生山公園体育館、高松市香南体育館等 

庭球場 
高松市立朝日町庭球場、高松市立亀岡庭球場、高松市亀水運動セン

ター、高松市国分寺勤労者野外活動施設等 

グラウンド 

高松市南部運動場、高松市亀水運動センター、高松市西部運動セン

ター、高松市庵治運動場、高松市牟礼中央公園運動センター、高松

市国分寺橘ノ丘総合運動公園グラウンド、高松市立東部運動公園、

高松市立りんくうスポーツ公園等 

 

 ８ スポーツ施設の管理業務 

   高松市から指定を受けた４０のスポーツ施設の指定管理者として、生涯スポーツを振興す 

  るため、スポーツ施設の貸与を行うとともに、施設及び附帯設備の安全で機能的な管理に努 

  める。 

管 理 施 設 名 所在地 主 な 施 設 概 要 

中 

央 

地 

区 
高松市総合体育館 

福岡町 

第１・２競技場、第１・２武道場、和弓場、 

アーチェリー場、トレーニング室、卓球場等 

高松市福岡町プール 屋内温水プール 

高松市ヨット競技場 
浜ノ町 

艇庫、艇置場、クレーン、会議室等 

高松市立市民プール 屋外流水プール等 

高松市立朝日町庭球場 朝日町 砂入り人工芝コート（夜間照明設備付き）５面 

高松市立亀岡庭球場 亀岡町 砂入り人工芝コート４面 

東

 

部

 

地

 

区 

高松市牟礼総合体育館 

牟礼町 

体育館、トレーニング室、会議室等 

高松市牟礼町プール 屋外プール 

高松市牟礼御山公園庭球場 砂入り人工芝コート（夜間照明設備付き）２面 

高松市牟礼中央公園運動センター 

体育館、砂入り人工芝テニスコート（夜間照明

設備付き）２面、グラウンド（夜間照明設備付

き） 

高松市庵治町深間庭球場 

庵治町 

砂入り人工芝コート（夜間照明設備付き）３面 

高松市庵治運動場 グラウンド（夜間照明設備付き） 

高松市庵治ゲートボール場 ゲートボール場 

高松市庵治ペタンク場 ペタンク場 
 



 

 

 高松市立東部運動公園 高松町 

第１・２サッカー場（夜間照明設備付き）、 

フットサル場（夜間照明設備付き）２面、軟式

野球場（夜間照明設備付き）、ソフトボール場

（夜間照明設備付き）２面、弓道場、アーチェ

リー場、トリム広場等 

西 

部 

・ 

国 

分 

寺 

地 

区 

高松市亀水運動センター 亀水町 
体育館、砂入り人工芝テニスコート８面、グラ

ウンド、屋外プール、浴室等 

高松市西部運動センター 鬼無町 
体育館、第１・２グラウンド（夜間照明設備付

き） 

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園 

はくちょう温泉 

国分寺町 

源泉湯、うたせ湯、サウナ、薬湯、水風呂、足

湯等 

高松市国分寺勤労青少年ホーム 体育館、音楽室、和室等 

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 

体育館、プール、多目的ルーム、ミーティング

ルーム、艇庫等 

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園 

グラウンド 
グラウンド（夜間照明設備付き） 

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園 

屋内ゲートボール場 
砂入り人工芝コート２面 

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園 

勤労者野外活動施設 

砂入り人工芝テニスコート（夜間照明設備付

き）４面、多目的ホール、研修室 

仏
生
山 

・ 

香
南
地
区 

高松市立仏生山運動場 

仏生山町 

クレーテニスコート２面、多目的広場 

高松市立仏生山公園体育館 体育館 

高松市立仏生山公園温水プール 屋内温水プール 

高松市南部運動場 三谷町 第 1・２グラウンド 

高松市かわなべスポーツセンター 川部町 

体育館、屋内温水プール、砂入り人工芝テニス

コート（夜間照明設備付き）３面、ゲートボー

ル場２面、集会室、浴室等 

高松市香南体育館 

香南町 

体育館、卓球室等 

高松市香南庭球場 
砂入り人工芝コート（夜間照明設備付き）４面、

壁打ちコート１面等 

高松市香南町吉光河川敷運動場 サッカー場（ジュニア用２面、一般用１面） 

香
川
・
塩
江
地
区 

高松市立りんくうスポーツ公園 香南町 多目的グラウンド（夜間照明設備付き） 

高松市塩江町庭球場 

塩江町 

砂入り人工芝コート（夜間照明設備付き）２面 

高松市内場池運動センター 多目的広場 

高松市ホタルと文化の里運動場 
グラウンド（夜間照明設備付き）、ゲートボー

ル場、野外ステージ 

高松市香川総合体育館 

香川町 

第１・２競技場、トレーニング室、会議室等 

高松市香川町川東体育館 体育館 

高松市香川庭球場 
砂入り人工芝コート（夜間照明設備付き２面）

３面 

高松市香川屋外球技場 
ハンドボール１面、ゲートボール２面、ペタン

ク４面 

高松市香川町大野河川敷運動場 グラウンド３面、イベント広場 

 



 

 

 ９ 香川県受託事業 

   香川県から委託を受けた、高松市ヨット競技場海上部に設置された浮き桟橋施設の使用申

込みの受付及び使用料収納事務を行う。 

施 設 名 所在地 主 な 施 設 概 要 

大的場ビジターバース 

（香川県土木部港湾課所管） 
浜ノ町 浮き桟橋 ４基 

 

 10 広報活動等 

  ⑴ 当協会ホームページ及びフェイスブックを活用して、スポーツ・レクリエーション教室

の案内やスポーツ大会、スポーツ施設の情報提供などを行い、利用促進を図る。 

  ⑵ 利用者アンケートを実施して利用者側の視点に立った快適な利用環境の整備を行うこと 

   により、更なる利用者サービスの向上を図る｡ 

 

 11 職員研修等 

  ⑴ 職員の専門的知識・技能の向上を図り、スポーツ教室等自主事業の拡充と利用者相談に 

的確に対応するため、スポーツ指導に必要なトレーニング指導士など、職員の資格取得を 

推進する。 

  ⑵ 職員の資質向上を図り、市民から信頼される職員を育成するため、各種職員研修会を実 

   施する。 

   ・全職員対象定期研修（意識改革研修、サービス向上研修、予約管理システム研修等） 

   ・新規採用者研修 

   ・グラウンド等整備技能研修 

   ・水難救助、救急法研修（プール施設職員及び監視員） 

   ・その他職務上必要な研修 

  ⑶ スポーツ施設の管理運営を円滑かつ効果的に行うため、体育施設運営士など、職員の資 

格取得を推進するとともに、防火管理者等の各種外部研修にも積極的に参加する。 

  ⑷ 多様化する市民ニーズに対し、効果的・効率的に対応するため、総務・施設管理専門部

会などを開催する。 

  ⑸ 平成３１年度からの次期指定管理獲得に向け、指定管理者申請に関して必要な事項を協 

議・検討するため、専門委員会を開催するほか、事務の改善・効率化など、組織の当面の 

課題について各種会議を開催し、検討を進める。 



 

 

Ⅲ 公益目的事業２ 

 １ 競技スポーツの振興 

   加盟競技団体と連携し、積極的な選手育成・強化事業を展開し、選手の競技力向上を図る。

また、優秀な指導者を育成するため、指導者セミナーを開催する。 

  ⑴ スポーツ選手育成・強化事業 

各競技スポーツの競技力向上及び競技人口の増加を図ることにより、より多くの市民に

スポーツに親しむ機会を提供するため、当協会加盟競技団体が行う選手育成・強化事業に

対し、育成・強化事業費交付要領の規定に基づき、経費の一部について補助を行う。 

⑵ 指導者セミナーの開催 

スポーツ指導者の養成・資質向上を図るため、当協会競技スポーツ専門部主催の講演・

講習会を開催する。 

 

 ２ 地域スポーツの振興 

   地域住民の健康増進及び体力向上を図り、健全なコミュニティの創造に寄与するため、地

区体育協会が中心となって活動を行っている地域スポーツを推進する。 

  ⑴ 地区体育協会交流大会の開催 

    地域住民の健康増進及び体力向上を図るため、当協会に加盟している地区体育協会対抗

の競技大会を開催する。 

 

 ３ 健康・レクリエーションスポーツの振興 

   市民が生涯にわたり、健康増進・体力つくり活動を生活の中に取り入れ、継続できるよう、

健康・レクリエーションスポーツを推進する。 

 

 ４ 青少年スポーツの振興 

   青少年にスポーツの楽しさ・喜びを経験する機会を広く提供し、スポーツを通じて青少年

の健全育成を図るため、青少年スポーツを推進する。 

⑴ スポーツ少年団指導者養成研修会 

スポーツ少年団の育成･指導にあたる指導者の資質の向上を図り、組織的指導体制の確立

を図るため、当協会スポーツ少年団専門部の下部組織である指導者協議会、母集団協議会

及びリーダー会主催の研修会を開催する。 

⑵ スポーツ少年団ジュニアリーダースクール 

スポーツ少年団活動の活性化を図るとともに、単位団及び地域スポーツの将来を担う後

継リーダーの養成を目指し、日本スポーツ少年団が認定を行っているジュニアリーダーの

資格を取得するためのジュニアリーダースクールを、当協会スポーツ少年団専門部が開催

する。 

⑶ スポーツ少年団認定員養成講習会 

地域における単位団活動の中心的指導者を育成することを目的に、日本スポーツ少年団

が認定を行っている認定員の資格を取得するための講習会を開催する。 

⑷ スポーツ少年団交流大会の開催 

団員が多くの仲間との友好を深め、健やかな心と体を育む機会を提供し、スポーツ少年

団の発展を図るため、各種交流大会を開催する。 



 

 

 ５ スポーツに関する団体及び人材の育成 

   高松市において、中心的にスポーツ活動を行っている団体を支援し、また、スポーツを「支

える」担い手を育成することにより、より多くの市民に広くスポーツに親しむ機会を提供する。 

 ⑴ 各加盟団体の育成 

当協会加盟の競技団体、地区体育協会、健康・体力つくり団体、スポーツ少年団単位団

が、自主的・継続的に活動できるよう助成・支援を行う。 

⑵ 高松市アドバイザースポーツシステム（ＴＡＳＳ）の運営 

    各スポーツ種目を専門的に技術指導ができる指導者の登録制度とし、幼・小・中学校の

保健体育授業や部活動、高松市内のスポーツ施設等でのスポーツ教室、コミュニティセン

ター等での健康・レクリエーション教室等に、認定指導者講習会を修了し、当協会が資格

認定した指導者を派遣し、技術指導等を行う。 

⑶ 高松市スポーツボランティア制度（ＴＡＳＶＯ）の運営 

スポーツイベントへの従事を希望するボランティアの登録制度とし、当協会又は高松市

主催のスポーツイベントや地域密着型トップスポーツチームの試合等に、登録されたボラン

ティアを派遣する。 

⑷ スポーツ功労者顕彰事業 

優れた競技成績を残した者や、長年にわたり高松市のスポーツ振興に尽力した者を表彰する。 

 

 ６ 加盟競技団体等主催事業への助成 

   各競技スポーツの競技力向上及び競技人口の増加を図ることにより、より多くの市民にス

ポーツに親しむ機会を提供するため、当協会加盟競技団体等が主催する事業に対し、経費の

一部について補助を行う。 

開 催 場 所 事  業  名 開催日数 主 催 者 

高松市総合体育館 

空手道スポーツ教室 １期（ 7日） 高松市空手道連盟 

バレーボールスポーツ教室 ２期（ 6日） 高松市バレーボール協会 

はじめてのスポーツチャンバラ教室 １期（ 4日） 高松市スポーツチャンバラ協会 

弓道教室 １期（ 8日） 高松市弓道協会 

バドミントン初心者教室 １期（ 8日） 高松市バドミントン協会 

なぎなた教室 １期（ 6日） 

高松市なぎなた連盟 源平青少年なぎなた大会 

高松市長杯なぎなた大会 
１期（ 1日） 

高松市剣道連盟錬成会 １期（ 7日） 高松市剣道連盟 

全日本武術太極拳選手権大会 

ジュニアオリンピックカップ大会選手強化講習会

国体公開競技出場選手育成 

１期（20日） 高松市武術太極拳連盟 

夏休みトランポリン教室 ２期（10日） 高松市トランポリン協会 

楽しく「肩こり解消・お腹まわりすっきり」

リズム体操教室 
１期（ 5日） 香川「いいからだの日」実行委員会 



 

 

高松市福岡町プール クロールを美しく泳ぐ教室 １期（ 7日） 高松市水泳協会 

高松市西部運動センター 
近県高校女子ソフトボール大会 １期（ 2日） 高松市ソフトボール協会 

中学生強化練習会 １期（ 7日） 高松市卓球協会 

高松市牟礼総合体育館 

西日本選手権 

日本代表選考会 

合同講習会 

１期（ 2日） 高松市スポーツチャンバラ協会 

高松市香川総合体育館 親子ふれあい体操教室 １期（ 7日） 
高松市コミュニティ・ 

スポーツ指導者会 

高松市香川町川東体育館 中国武術カンフー教室 １期（ 1日） 高松市武術太極拳連盟 

高松市立仏生山公園体育館 高松市小中学生バレーボール教室 １期（ 1日） 高松市バレーボール協会 

高松市立東部運動公園 高松市セブンズラグビーフェスティバル １期（ 1日） 高松市ラグビーフットボール協会 

トレスタ白山アイスアリーナ 

中国・四国小学生アイスホッケー選手権大会 １期（ 1日） 高松市アイスホッケー協会 

冬休みスケート教室 １期（ 5日） 
高松市スケート連盟 

ジュニア育成練習会 １期（ 5日） 

道後山クロカンパーク 中長距離＆競歩強化合宿 １期（ 4日） 高松市陸上競技協会 

小豆島ふるさと村 強化合宿 ２期（ 4日） 高松市ヨット協会 

合  計 ２４事業 129日  

 

７ 各種スポーツイベントの共催・後援 

市民に、気軽にスポーツに親しむ機会を広く提供することを目的に、高松市主催のスポー

ツイベントに共催として参画し、又は実行委員会等の構成団体としてスポーツイベントを開

催し、運営に協力する。 



 

 

Ⅳ 収益事業１ 

 １ 清涼飲料水・スポーツ用品等の物品販売事業 

   高松市スポーツ施設等利用者への利便性の向上を図るため、高松市から行政財産の目的外 

  使用許可を受けて、体育館、プール等に清涼飲料水などの自動販売機を設置し、販売手数料 

  を収受するとともに、高松市総合体育館等でのラインテープ販売や浴室・温泉施設などでタ 

オル等の物品販売を行う。 

 

 ２ さぬき高松まつり花火大会観覧場開放事業 

   「さぬき高松まつり」花火大会と連携し、高松市立市民プールを観覧場として開放するこ 

とにより、にぎわいの創出に寄与するとともに、物品販売手数料等の収入確保を図る。 

 

Ⅴ 収益事業２ 

  スポーツ・レクリエーション以外の施設貸与事業 

   各種ガイダンス・セミナー・展示会・興行・会議等を目的とする利用者にスポーツ施設を 

  貸与し、施設の有効活用と利用料金収入の確保を図る。 


