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は じ め に

本協会は昨年創立90周年を迎えました。80周年からの 10年間に、本協会は「公益財団法人

兵庫県体育協会」として生まれ変わり、県では「兵庫県スポーツ推進計画」が策定されました。

大きな節目となる次の100周年に向け、原点に立ち返り、ポストコロナにおける新しい生活様

式にも対応しながら、全力を注いで参りたいと決意を新たにしたところです。

そのスタートとなる令和３年度は、競技力の向上において、国民体育大会における成年種別

の強化を図るため、ふるさと選手制度活用の促進やアスリート就職支援事業の充実に取り組ん

でいきます。また、延期となった「2020東京オリンピック・パラリンピック」が今年開催され

ますが、本県ゆかりの多くの選手達が、晴れの舞台で活躍することを大いに期待します。引き

続き、「未来のスーパーアスリート支援事業」等において、更に多くのトップアスリートを育

成できるよう、選手の強化育成に取り組んでまいります。

次に、新たに「総合型地域スポーツクラブの育成」を当協会の事業の柱の１つとして立ち上

げます。日本スポーツ協会が総合型地域スポーツクラブの質的充実を図るため、令和４年度か

ら登録認証制度を導入します。これに伴い、本協会としても中間支援組織としての役割を担う

とともに、制度導入の体制を整備していきます。

さらに、感染症対策として加盟競技団体が安全な大会運営や競技活動を実施できるよう支援

していくとともに、ポストコロナにおいて、オンライン指導など新しい生活様式に対応した取

組を研究していきます。

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」についてはコロナ禍の影響により、来年５月に

延期することが決定しましたが、大会の成功へ向け、引き続き積極的に参画していきます。

今後も「スポーツ立県ひょうご」の実現に向け、県内競技団体と連携し、競技スポーツ・地

域スポーツの一層の推進に取り組むほか、学校給食等を通した児童・生徒の健全育成を図るな

ど、以下の６項目を柱として、事業を進めてまいります。

１ 県民スポーツの普及・振興

  スポーツ指導者の養成、加盟団体と連携したスポーツ大会等の開催など、県民総スポーツ

を目指した取組みを推進する。

２ スポーツ少年団事業の推進

  スポーツ少年団活動の一層の活性化を図り、青少年の健全育成に寄与する。

３ 総合型地域スポーツクラブの育成

  総合型地域スポーツクラブの質的充実に向けた取組みを推進する。

４ 競技力の向上

  トップレベルの選手の育成・強化、ジュニア選手の発掘・育成に取り組み、高い競技

水準の維持・向上に努め、国民体育大会での継続的な入賞を目指すとともに、国際大会

等で活躍できるアスリートを育成する。

５ 学校給食の充実・食育支援事業の推進

  安全・安心な学校給食用物資を提供するとともに、地産地消を含めた食育支援に積極

的に取り組む。

６ 体育・スポーツ施設の管理運営

  安定した経営基盤のもと、各施設の特色や県民の健康志向の高まりを踏まえた多彩な

講座等を開設し、利用者への利益還元型の運営を目指す。
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Ⅰ 令和３年度の重点施策

１ 競技力の向上－選手育成・強化対策、選手サポート事業－

(1) 国体天皇杯 8位以内入賞

ア ふるさと選手活用促進プロジェクト

県外へ進学または就職した「国民体育大会ふるさと選手制度」対象の有望選

手を支援することにより、本県からの国体出場を促し、入賞拡大を図る。

    ・対象 ふるさと制度適用対象で、競技団体と調整のうえ決定した選手

    ・内容 本県で実施する強化合宿等に係る経費の一部を補助

   イ 団体競技強化プロジェクト

     団体競技において得点が期待できる競技種別を指定し、重点強化を図る。

  (2) トップアスリート選手育成・強化対策

   未来のスーパーアスリート支援事業〔令和２年度対象 17 競技団体 75 名〕

  (3) アスリートサポート事業

  ア アスリート応援事業「ひょうごアスリート応援団」

     本県ゆかりの元トップアスリート等により構成する人材リスト「ひょうごア

スリート応援団」を作成し、登録者等を加盟団体（競技団体・市町体育協会）

が実施する各種事業に派遣することにより、本県ジュニアアスリートの育成及

び地域スポーツ活動の活性化、県民のスポーツ活動推進を図る。

    ＜登録対象者等＞

     ○元トップアスリート

     ○オリンピアン

     ○実業団チーム

     ○元プロスポーツ選手及びチーム 等

    ＜派遣対象事業＞

○競技団体選手育成事業

・ジュニアスポーツ教室

・未来のスーパーアスリート支援事業 等

○市町体協スポーツ関連事業

・地域スポーツ教室

・スポーツ指導者講習会 等

拡

【国民体育大会ふるさと選手制度】（令和２年３月 12 日改定、第 76 回大会より施行）

１ 成年種別年齢域の選手は、 ～中略～ 下記のいずれかを拠点とした都道府県か

ら参加することができる。

(1) 居住地を示す現住所

(2) 勤務地

(3) ふるさと

２ 「ふるさと」とは、卒業小学校、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在

地が属する都道府県とする。

拡

-2-



   イ アスリート就職サポート事業「Team HYOGO アスリートキャリアフォーラム」

     本県で就職し競技活動の継続を希望するアスリートや指導者と、県内企業との

交流イベントについて、参加者及び参加企業の増加を図るとともに、開催初年度

であった令和２年度の成果を検証し、本事業の今後の方向性について検討する。  

２ 県民総スポーツを目指した取組みの推進

(1) 感染症対策の推進

    新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底し、安全な大会の運営や競技活動を

実施するため、加盟競技団体において実施する各事業において支援を行う。また、本

協会においても、新しい生活様式（ポストコロナ）に対応した安心安全な取組を推進

する。

   ア 感染症対策支援事業

   感染拡大防止のための救急医薬品や物品（アルコール消毒液、マスク、飛沫

防止用アクリル板等）の購入に係る経費について補助を行う。

イ 各種会議等による感染症対策の推進

    オンライン指導など新しい生活様式に対応した取組の研究

     リモートや動画配信等を活用した開催

(2) ワールドマスターズゲームズ 2021 関西への協力・支援

ワールドマスターズゲームズ(ＷＭＧ)2021 関西への参加促進

   ア 兵庫県実行委員会への参画

ラジオ番組によるＰＲなど、広報・開催準備等を加速するため実行委員会へ

の協力を実施

イ 県内で開催される競技への支援

県内開催される競技団体、市町体育協会と連携し、選手やボランティア等で

多くの方が大会に参加されるよう機運醸成に取り組む。

令和３年度「Team HYOGO アスリートキャリアフォーラム」開催（案）

開催時期：令和３年 12 月

予定会場：兵庫県民会館（けんみんホール・パルテホール）

プログラム 内   容

事例発表
○アスリートを雇用する企業   ［令和２年度実績：２社］

○仕事との両立を図るアスリート ［令和２年度実績：２名］

アピール

セッション

○参加アスリート及び指導者   ［令和２年度実績：17 名］

○参加企業代表者        ［令和２年度実績：13 社］

フリートーク ○企業ＰＲブース設置      ［令和２年度実績：14 社］

拡

拡
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県開催種目 神戸市開催種目

競技種目 開催市町 競技種目

野球（硬式野球） 三木市 陸上競技（競歩）

カヌー（ポロ） 宍粟市 野球（硬式野球）

ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ（ﾌｫﾚｽﾄ） 養父市、神河町、香美町 バスケットボール

射撃（クレー） (岡山県岡山市) ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ（ｽﾌﾟﾘﾝﾄ）

水泳（飛込） 神戸市 水泳（競泳）

水泳（水球）
尼崎市

卓球

水泳（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ）

テコンドー 姫路市

テニス 三木市、加西市

バレーボール（ビーチ） 南あわじ市

ウ 県外で開催される競技への県民の参加促進

   県外で開催される競技についても、県加盟団体と連携し広報を図る。

３ 総合型地域スポーツクラブの育成

(1）登録認証制度導入事業

平成 29 年３月に国が策定した第２期スポーツ基本計画において、総合型地域スポー

ツクラブの質的充実として、総合型クラブの登録・認証等の制度と中間支援組織の整

備が盛り込まれたことを受け、日本スポーツ協会は令和４年度からの導入に向けた取

組を推進している。本県においても、登録認証制度導入の体制づくりを進めるととも

に、本協会が中間支援組織としての役割を担うための体制の整備を図る。

ア 総合型クラブ兵庫県協議会の設立

総合型地域スポーツクラブ登録認証制度の導入に向け、「総合型クラブ兵庫

県協議会（仮称）」を新たに設立する。

イ 登録認証制度説明会

登録認証制度の運用に向けた取組を推進するため、総合型地域スポーツクラ

ブや市町体育・スポーツ協会に対して説明会を実施する。

(2）中間支援組織としての取組

登録認証制度の運用やクラブ支援事業（ひょうご広域スポーツセンターの運営を含

む）等の取組を通じて総合型地域スポーツクラブの質的充実を図る。

新

拡
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４ 体育・スポーツ施設の管理運営－公の施設の管理運営事業－

  (1) 神戸常盤アリーナ(兵庫県立文化体育館)管理運営事業

勤労者をはじめ広く県民の文化の高揚及び体育･スポーツの振興を図り、その福祉

を増進するとともに、”一人ひとりが健康で、生き生きと暮らす社会「スポーツ立県

ひょうご」”を実現し、「元気なひょうご」の創造を目指すため、兵庫県立文化体育

館ファシリティー共同体(代表団体:アシックススポーツファシリティーズ(株)、構成

団体：公益財団法人兵庫県体育協会、株式会社ビークルーエッセ、株式会社明治スポ

ーツプラザ)の一員として施設運営、各種事業展開に参画するため、職員を派遣する。

また、ひょうごジュニアスポーツアカデミーの活動拠点とし、当施設を活用した育

成事業の拡充を図る。

ア 受託期間  令和３年４月～令和８年３月【５年間】

イ 受託内容 指定管理者(構成団体)として、本館の施設運営等を行う。

･施設管理全体のマネジメント、統括

･トレーニングルームの管理運営

･自主事業企画・運営

アシックススポーツファシリティーズ

兵庫県体育協会 ビークルーエッセ 明治スポーツプラザ

･本館管理運営

･自主事業企画・運営

･設備管理

･清掃業務

･プール管理運営

･スイミングスクールの

企画・運営

兵庫県立文化体育館ファシリティー共同体

代表団体

構成団体 構成団体 構成団体

新
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 ２ 選手育成･強化対策事業

 １ 国民体育大会派遣事業

 (3) 選手強化･育成事業

 (5) 各種大会派遣事業

 (6) 市町スポーツ少年団補助事業

 (1) 組織充実･強化事業

 (2) 指導者養成事業

 １ 総合型地域スポーツクラブ事業
 (1) 登録認証制度導入事業

 (2) 中間支援組織としての取組事業

 (1) 第76回国民体育大会･第77回国民体育大会冬季大会派遣事業

Ⅱ　事業体系図及び事業別概要

 １ スポーツ少年団事業
 (4) 表彰事業

 (1) 市町スポーツ振興補助事業

 (2) 兵庫県民体育大会

 (3) 国際交流事業

 １ 県民スポーツ普及･振興事業 

 ２ スポーツ指導者養成事業  (2) 日本スポーツ協会公認スポーツリーダー養成講習会

 (3) 兵庫県スポーツ指導者研修会

 (1) 各種大会開催事業

 (6) 兵庫県中学校体育連盟振興補助事業

　１　事業体系図

 (2) 指導者等養成事業

 (3) 国際交流事業

 (4) 体育功労者等の表彰事業

 (5) 広報事業

 (7) 生涯スポーツ県民ふれあい大会補助事業

 (1) 日本スポーツ協会公認コーチ1･コーチ2養成講習会

 (4) 選手サポート事業

 ２ 健康増進施設の管理運営事業  (1) 兵庫県天王ダムスポーツガーデン管理運営事業

 １ 学校給食･食育支援事業
 (2) 食育支援事業

 (2) 兵庫県立円山川公苑管理運営事業
 １ 公の施設の管理運営事業

 (3) 兵庫県立武道館 管理運営事業

 (1) 兵庫県立海洋体育館管理運営事業

 (1) 学校給食用物資の供給事業

 (4) 兵庫県立弓道場管理運営事業

 (5) 神戸常盤アリーナ(兵庫県立文化体育館)管理運営事業

ⅱ スポーツ少年団事業の推進

ⅰ 県民スポーツの普及・振興

ⅳ 競技力の向上

ⅴ 学校給食の充実・食育支援事業の推進

ⅵ 体育・スポーツ施設の管理運営

ⅲ 総合型地域スポーツクラブの育成

-6-



場　　所：9府県(近畿2府4県、鳥取県、徳島県、福井県)

実施競技：35競技59種目

　　　兵庫県(地域創生課)がメインスポンサーであるラジオ番組において、兵庫県ゆかりのオリ
　　ンピアン等との対談や、当協会の各種事業のＰＲ、ワールドマスターズゲームズ2021関西を
　　はじめとするスポーツの話題のインフォマーシャル等を実施し、県内外のスポーツ情報を広
　　く発信する。

実施時期

 (5) 広報事業

　　　当協会の事業概要、国民体育大会情報などを広報し、スポーツの推進を図る。

 　ア パンフレット(広報紙)の発行

広　報　紙　名 配布先

 (6) 兵庫県中学校体育連盟振興補助事業

 　イ ラジオ番組における広報活動

場　所

神戸常盤アリーナ(予定)

発行部数 発行時期

900部 6月関係団体等

兵庫県体育協会表彰

対　象

　　　　実施時期：総合体育大会(18競技)7月～1月、新人種目別大会(16競技)8月～12月

２ 事業別概要

　　　県内の体育功労者･指導者･選手等を表彰する。

事　業　名

　　　　対　　象：市町体育・スポーツ協会

　　　　場　　所：各市町

　　　　実施時期：4月～3月

　　　加盟競技団体の参加による総合開会式と各競技別大会を開催する。

　 ア 総合開会式

　　　　対　　象：加盟競技団体

　　　　実施時期：5/9

 (2) 兵庫県民体育大会

   イ 各競技別大会

　　　　場　　所：県内各地

 (4) 体育功労者等の表彰事業

Team Hyogo 2021

 １ 県民スポーツ普及･振興事業 
  県民総スポーツを目指し、県民の体育･スポーツに対する理解と関心を深め、その実践を促進
するため、各種スポーツ事業等を実施する。

 (1) 市町スポーツ振興補助事業

   (3) 国際交流事業(再掲)

　　　　場　　所：明石公園きしろスタジアム(陸上競技場)

　　　市町体育・スポーツ協会が開催するスポーツ･レクリエーション事業等に補助を行う。

実施時期：2022/5/13～5/29(17日間)

　 　 ワールドマスターズゲームズ2021関西の開催に向けて、兵庫県実行委員会に参画する。

　　　　実施時期：4月～3月

　　　　対　　象：加盟競技団体

　　　　場　　所：県内各地（一部大阪市）

体育功労者･優秀選手等 2月

　　　中学校の体育･スポーツの振興を図るため、県中学校体育連盟が主催する総合体育大会及
　　び新人種目別大会の開催を補助する。

　　　　対　　象：兵庫県中学校体育連盟

　　　　          近畿中学校総合体育大会(20競技)8月～1月

ⅰ 県民スポーツの普及・振興

拡

-7-



 (7) 生涯スポーツ県民ふれあい大会補助事業

ヴィクトリーナ・ウイン
ク体育館

　　　質の高い指導者やリーダーを養成･育成するため、講習会等を実施する。

1月の2日間

対　象事　業　名 実施時期

兵庫県民会館

兵庫県民会館
指導者

　　　　場　　所：兵庫県民会館

 １ スポーツ少年団事業

団員･リーダー 7/23～7/25 県立南但馬自然学校

県総合競技大会 団員 11月～12月 県立武道館他

　　　　　　　　　各スポーツ指導者

　　　　実施時期：5/22～5/23

　　　公認スポーツ指導者等を対象に研修･講演会等の資格更新講習会を開催する。

 (2) 日本スポーツ協会公認スポーツリーダー養成講習会

　　　　実施時期：6月～1月

　次代を担う健全なこころとからだをもった青少年の育成に資するため、スポーツ少年団の育成
及びその活性化を図るとともに、各種大会･講習会等の開催及び派遣等の事業を実施する。

場　所

県競技別交歓大会

 (2) 指導者等養成事業

 (3) 兵庫県スポーツ指導者研修会(JSPO受託事業)

　　　公認スポーツリーダー資格取得のための講習会を開催する。

　　　　対　　象：日本スポーツ協会公認スポーツ指導者、兵庫県スポーツ少年団指導者、

　　　競技別指導員等の資格取得のための講習会を開催する。

　　　　対　　象：実施競技団体指導者

　　　　場　  所：兵庫県民会館

　　　　実施時期：7/24、1/22

県内各地

 　ア 青少年の健全育成と生涯スポーツの基礎を身に付けるため、各種スポーツ大会を開催する。

　　　　対　　象：公認コーチ養成講習会受講希望者、地域のスポーツクラブ等指導者

 (1) 日本スポーツ協会公認コーチ1･コーチ2養成講習会(JSPO受託事業)

1/9 県立総合体育館

　　　　場　　所：未定

　　　　場　　所：しあわせの村

　　　　対　　象：兵庫県生涯スポーツ連合

　　　ペタンク、グラウンド･ゴルフ等のニュースポーツを中心とした競技大会の開催に補助を
　　行う。

　 　   実施時期：11/21

 ２ スポーツ指導者養成事業

　公認スポーツ指導者資格の取得を促進するとともに、その資質の向上を図るため、日本スポー
ツ協会公認コーチ1･コーチ2養成講習会や指導者研修会等を実施する。

 (1) 各種大会開催事業

実施時期

団員 5月～2月

対　象

県スポーツ少年大会

事　業　名

11/6、11/7

場　所

スタートコーチ(スポーツ少年団)
養成講習会

近畿ブロックスポーツ少年団バレーボール
交流大会男子近畿ブロック予選大会 団員 7/24～7/25

近畿ブロックスポーツ少年団
バレーボール交流大会

団員

ⅱ スポーツ少年団事業の推進
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　　　子どもから高齢者まで幅広い年齢層の住民が、身近な体育施設などを活用し、様々なスポーツを楽しむことのできる地域住民の自主運営によるスポーツクラブ２１を支援する。

　　

　　　子どもから高齢者まで幅広い年齢層の住民が、身近な体育施設などを活用し、様々なスポーツを楽しむことのできる地域住民の自主運営によるスポーツクラブ２１を支援する。

  １ 総合型地域スポーツクラブ登録認証制度導入事業(再掲)

　令和４年度から開始される日本スポーツ協会の総合型地域スポーツクラブ登録認証制度の導入
に向け、「総合型クラブ兵庫県協議会（仮称）」を新たに設立し、登録認証制度の運用に向けた
取組を推進する。

事　業　名 対　象 実施時期

オンライン開催

沖縄県他

近畿競技別交流大会

近畿リーダー研究大会

ジュニアスポーツフォーラム

実施時期

リーダー会員

　　　スポーツ少年団の育成に功績のあった市町及び指導者を表彰する。

指導者･団員

団員全国競技別交流大会

リーダー

兵庫県民会館他

日独スポーツ少年団
同時交流事業

派遣 指導者･団員

アクティブ･チャイルド･プログラム 指導者

滋賀県

9/4～9/5

シニア・リーダースクール 8月中旬

7月～2月

事　業　名

リーダー会育成事業

事　業　名

全国スポーツ少年大会

近畿スポーツ少年大会

場　所

実施時期

12/12

東京都

県スポーツ少年団功労者表彰 指導者

事　業　名

対　象

指導者･団員

8/20～8/22

対　象

　　　日本･ドイツ両国間で指導者･団員の国際交流を実施し、互いの国際理解を深める。

 (3) 国際交流事業

場　所対　象

市町･指導者

9/18～9/20

日本スポーツ少年団顕彰事業

7/26～8/5

全県スポーツサミット 全クラブ 12月予定 神戸市内

　　　市町スポーツ少年団活動の活性化を図るため、交流会･研修会等の実施を支援する。

5月～3月市町スポーツ少年団活動補助事業

6/13 東京都

対　象

京都府他

実施時期

8月、3月

ドイツ連邦共和国

場　所

 (4) 表彰事業

総合型クラブ

団員

場　所

4月～3月

事　業　名

事　業　名 対　象 実施時期

全県スポーツ大会 各地区代表等 6月～3月 神戸しあわせの村他

 (6) 市町スポーツ少年団補助事業

団員、指導者または育成母集団

登録認証制度説明会 総合型クラブ、市町体協等 9月～12月

県立嬉野台生涯教育センタージュニア･リーダー養成講習会 12/18～12/19団員･リーダー

11/13 兵庫県民会館

  ２ 中間支援組織としての取組事業(再掲)

　登録認証制度の運用やクラブ支援事業（ひょうご広域スポーツセンターの運営を含む）等の取
組を通じて総合型地域スポーツクラブの質的充実を図る。

6月予定総合型クラブ兵庫県協議会の設立

実施時期

 (5) 各種大会派遣事業(一部JSPO補助事業)

県立武道館他

大阪府

　　  各種スポーツ大会等に指導者や団員を派遣する。

指導者・リーダー

指導者

事　業　名 対　象 実施時期 場　所

ⅲ 総合型地域スポーツクラブの育成

新

拡
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　　　子どもから高齢者まで幅広い年齢層の住民が、身近な体育施設などを活用し、様々なスポーツを楽しむことのできる地域住民の自主運営によるスポーツクラブ２１を支援する。

各競技団体から推薦された、国体で
活躍が期待される選手を指定し、重
点強化を図る

内　容

競技力向上研修会

 (2) 指導者養成事業(県補助事業)

 (1) 組織充実･強化事業(県補助事業)

スポーツ指導者海外派遣

対　象

国体戦略会議等
(内容：アンチ･ドーピング研修、
国体に向けた戦略について、指導
者養成等)

実施時期

強化合宿･練習
国体候補選手を対象として、強化合
宿･練習等を行い、国体候補選手の重
点強化を図る

中央競技団体等による講習会への
派遣

第77回

講演会
国体顕彰等

4月～3月

実施時期対　象

   ア 選手強化事業

4月～3月

ブロック予選会

チーム兵庫プロジェクト･1会議
国体各種別
監督等

6月、9月、
3月

事　業　名

競技力向上推進委員会
国体参加
競技団体

事　業　名

1競技

強化選手指定

　選手の育成･強化、指導者養成等に取り組み、高い競技水準の維持･一層の向上に努めるととも
に、国民体育大会での継続的な入賞を目指す。

1/24～1/30

大阪府他 

9/4～9/24

33競技

 １ 国民体育大会派遣事業

強化対策事業の検討等(野村競技力
向上委員長他、委員13名)

1競技

　国民体育大会に本県選手団を派遣する。

30競技

指導者を海外へ派遣

 (3) 選手強化･育成事業(県補助事業)

 ２ 選手育成･強化対策事業

対　象

大阪府立臨海スポーツセンター他(アイスホッケー)

内　容

各競技団体
指導者

4競技
第76回

9/25～10/5 津市他

クラブアドバイザー配置事業 － 通年 県体協

スポーツ情報の提供 － 通年 広域SC(県体協)

実施時期対　象 場　所

近畿ブロック大会

日光市(スケート･アイスホッケー)

加盟団体
関係者

12月

公認コーチ養成講習会等派遣
各競技団体
指導者

11月

12/4～12/12

2競技

国民体育大会派遣事業(県補助事業)

事　業　名

対　象 実施時期 場　所

競技団体 4月～3月

県民会館(予定)

秋田県鹿角市花輪スキー場(スキー)

6/24～8/29

内　容実施時期

鈴鹿市他(水泳･体操・レスリング･柔道)
三重とこわか国体

冬季大会

団体競技強化プロジェクト
国体団体競技において得点が期待で
きる競技種別を指定し、重点強化を
図る

事　業　名

2/17～2/20

事　業　名

クラブマネジメント研修会 希望者 10月予定

ⅳ 競技力の向上
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コロナ禍におけるスポーツ活動支援

4月～3月

対　象

各種大会補助

国体選手

   ウ　各種団体補助事業

拠点地域におけるジュニア育成

競技者の底辺拡大、才能ある選手の発掘

実施時期

指導者招聘
豊富な知識や経験がある優秀な指導
者を招聘し競技力の飛躍的な向上を
図る

国体支援コーチ派遣
国体強化に携わる指導者を国体及び
ブロック大会に派遣し、指導の充実
を図る

ドクター･トレーナー等派遣
ドクター又はトレーナー等を招聘
し、選手の体調管理、アスリートと
しての体力づくり・強化を図る

スーパーアスリート養成事業
オリンピックをはじめとする国際大
会等で将来活躍が期待できる選手の
養成を図る

医･科学サポート事業
スーパーアスリート養成に必要な医･
科学的サポート

ふるさと選手活用促進プロジェ
クト(再掲)

国体ふるさと制度対象の有望選手を
支援することにより、国体出場を促
し、入賞拡大を図る

4月～3月

拠点化推進事業

ジュニア選手の育成教室

16競技団体

ジュニア選手の強化合宿･練習

ジュニア層を対象としたトップ
アスリート等による特別強化事
業

ジュニアスポーツ教室

事　業　名

対　象

 (4) 選手サポート事業

指導者研修･選手派遣･
選手強化費等補助

健康調査と二次検診

実施時期

県外優秀選手及びチーム招待
選手、運動部・チーム等を重点強化
するため、県外の優秀選手･チームを
計画的に招待し強化を図る

内　容

   イ 選手育成事業

事　業　名

県高等学校体育連盟

事　業　名 対　象

スーパージュニア育成塾

リトライ･スポーツ･プロジェクト

競技団体

4月～3月

加盟団体

4月～3月

感染症拡大防止対策支援

事　業　名 対　象 実施時期 内　容

高等学校体育連盟運動部選手
強化･育成事業

競技体験会やトライアウトの開催

実施時期

ゴールデンエイジ･プロジェクト

･子どもスポーツ体験教室
･オリンピック選手等による
 スポーツ教室
･ひょうごジュニアスポーツ
 アカデミー

内　容

有望な中学生を対象に、トップアス
リート等を講師に迎えた集中的な
レッスン

県中学校体育連盟

大会開催費補助

内　容

   ア　国体選手サポート事業(県補助事業・JSPO受託事業)

中学校体育連盟強化事業 指導者研修費等補助

国体選手の医･科学支援等

強化運動部･チーム指定
国体において、兵庫県代表として活
躍が期待できる運動部及びチーム等
を指定し、重点強化を図る

競技団体

拡

拡
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食育推進校指定及び学校
給食実践研究大会

7校 通年

地域の特色を
生かした食育
推進事業

食育講演会
学校管理職、教諭、学校栄養職
員等

8月(2回)

   ア 研修会･講習会等の実施

事　業　名 対　象 実施時期

   ア 安全で良質な物資の供給

　①基本物資

　②一般物資

　　市町等から当センターに対して期待する役割や要望(兵庫県内産食品の取扱い、食物アレル
　ギー対応食品の取扱い等)を踏まえながら、更なる効率化を図るため、取扱商品の見直しや一
　般物資に係る業務全般(普及･受注･仕入･倉庫･配送)の在り方について、引き続き検討を進め
　ていく。

加盟団体アンチ･ドーピング研修会

 　  イ　アスリートサポート事業(再掲)

　② ひょうごアスリート就職サポート事業

　①ひょうごアスリート応援事業

国体に向けたアンチ･ドー
ピング留意点等の研修

国体候補選手選手支援 施設利用補助

　学校給食を行う学校及び学校給食共同調理場等に対し、安全で良質な学校給食用物資を安定的
に供給する。
　また、学校給食を通して、地産地消の取組を含めた食育支援を積極的に行うため、各種講習
会、体験学習会等の事業を実施する。

残留農薬検査、細菌検査、放射性物質検査、
食物アレルゲン検査、異物検査等

　　　･物資加工工場の現地調査

　　　　 衛生管理調査、原材料の産地確認等を実施する。

   イ 地場産物の供給

　 　 地場産物の供給に努める。

 (2) 食育支援事業

　　食育の担い手である栄養教諭の専門的知識を深める講習会の開催、児童･生徒を対象とし
　た食に関する体験学習の実施など、地産地消の促進を含めた各種食育支援事業を実施する。

6/13

 (1) 学校給食用物資の供給事業

　　中学校給食の開始を予定している市町に対して、積極的に米等の供給増大を働きかけてい
　く。
　

事　業　名 対　象 実施時期 内　容

5月～3月

  本県ゆかりの元トップアスリート等による人材リストを整備し、県体協事業のほか、競
技団体や市町体協等の事業に活用することにより、選手発掘・育成及び競技力向上、地域
スポーツ活動の活性化、県民のスポーツ活動推進を図る。

  本県での就職と競技活動の継続を希望するアスリートや指導者を支援するため、県内企
業との交流イベントを開催する。

 １ 学校給食･食育支援事業

一般物資

　　　･各種検査の実施

区　分 実　施　検　査

基本物資
米(玄米･精米･米飯)

残留農薬検査、カドミウム分析、品位分析、鮮度判定、成分分
析、ＤＮＡ鑑定、細菌検査(炊飯工場)、異物検査等

小麦(小麦粉･パン) 残留農薬検査、細菌検査(パン工場)、異物検査等

ⅴ 学校給食の充実・食育支援事業の推進

拡
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　　　･県産米の確保

　　　･県産小麦の普及と使用拡大

　　　･県立高校との連携

  　　 　県下の県立高校と連携し、県産品を活用した学校給食メニューの開発や生産･収
       穫した農畜産物及び加工品を学校給食に活用する。

食育指導教材等の貸出 給食レプリカ、ビデオ、図書等の無料貸出

学校給食研究事業補助 県下の学校給食研究団体への補助

県産品を使用した親子料理教室 児童･生徒とその保護者 6月～2月(6回)

地引き網漁業体験 児童とその保護者 10月(2回)

第10回たんばっ子！学びフェスタへの参加 児童とその保護者等 11月

県立円山川公苑との連携による食育学習会 施設利用者 6月

   エ 地産地消の推進

みそ作り教室 児童･生徒、教諭等 10月～1月(3回)

魚講習会 児童･生徒、教諭等 6月～2月(23回)

竹輪を作ろう!講習会 児童･生徒、教諭等 6月～2月(25回)

ごはん塾 児童･生徒、教諭、保護者 6月～2月(4回)

   ウ 普及･啓発

事　業　名 事　業　内　容

給食だよりの発行(年5回) 物資情報、検査情報、講習会情報等の紹介

学校給食用製パン・炊飯委託工場衛生管
理研修会

県下製パン・炊飯工場代表者及
び従業員

7月～8月(3回)

学校給食用物資研究会(展示会) 学校給食関係者 7月～8月(3回)

学校給食用製パン･炊飯委託工場衛生管
理委託事業

県下製パン･炊飯工場 4月～3月(8工場)

学校給食関係者衛生管理等・調理講習会 栄養教諭･学校栄養職員等 7月～8月(3回)

パン作り教室 児童、教諭等 6月～12月(6回)

手作り豆腐講習会 児童･生徒、教諭等 10月～2月(5回)

学校給食用コッペパン品質審査会 県下製パン工場 10月

肢体不自由教育給食関係者調理・摂食支
援講習会

特別支援学校に勤務する栄養教
諭等

7月

共同調理場所長研究会 共同調理場所長等 8月

   イ 体験学習会の推進

事　業　名 対　象 実施時期

学校給食調理従事者及び栄養教
諭等

7月～8月(5回)学校給食衛生管理推進研修会

栄養教諭実務研修会 栄養教諭･学校栄養職員等 11月

食に関する指導研修会
経験年数5年未満の臨時講師(栄
養担当)等

12月～1月(3回)

事　業　名 対　象 実施時期

　兵庫県が設置した体育･スポーツ施設の指定管理者として、その設置目的を達成するため、県
民の生涯スポーツ、生涯学習、健康志向の高まり等を踏まえた各種事業を、新型コロナウイルス
感染症対策を講じながら実施する。

 １ 公の施設の管理運営事業

ⅵ 体育・スポーツ施設の管理運営

拡

拡

拡

拡

新

拡

拡
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兵庫県立海洋体育館 (所在地：芦屋市浜風町) 〔R2.4～R7.3〕

兵庫県立円山川公苑 (所在地：豊岡市小島) 〔R3.4～R8.3〕

兵庫県立武道館 (所在地：姫路市西延末) 〔R3.4～R8.3〕

兵庫県立弓道場 (所在地：明石市明石公園) 〔R3.4～R6.3〕

神戸常盤アリーナ(兵庫県立文化体育館) (所在地：神戸市長田区蓮池町) 〔R3.4～R8.3〕

6月～9月(随時)

ヨット理論 高校生以上 各20人程度 5月～6月(3回)

初心者ヨット実技

ウイークデイヨット

アドバンスヨット 初級者高校生以上　各3人

初心者カヌー 中学生以上 20人

ソロチャレンジヨット

10月

10月

ファミリーカヌー 親子(小学3年生以上)  30人 8月

ファミリーヨット 親子ペア(小学3年生以上) 6月～9月(随時)

カヌー環境学習  親子体験教室

地域特別支援学校サポート事業

小学3年生～中学生と保護者 30人

カヌーアスロン大会 海洋体育館利用者、地域住民等

はなまるカヌースクール 不登校の児童･生徒 50人

ヨットレースミニミニ講習会 海洋体育館利用者、置艇者 20人

特別支援学校指導者及び生徒

ステップアップヨット 初心者ヨット実技修了者 各5人

6月

5月

随時

高校生以上 各5人

   イ スポーツ教室･講習会

事　業　名 対　象 ･ 定　員 実施時期

トライアルヨット･カヌー 高校生以上

シニアヨット･カヌー

6月～9月(随時)

ジュニアカヌー 小学3年生～中学生 6月～9月(随時)

事　業　名 対　象 ･ 定　員 実施時期

海洋体育館フェ
スティバル
「海体祭」

ジュニアヨット

カヌー無料体験ＤＡＹ 海洋体育館利用者、地域住民等 7月

ヨット無料体験ＤＡＹ 海洋体育館利用者、地域住民等 8月

海洋体育館ヨットレース 海洋体育館利用者、置艇者

随時

 [受託施設]

7月

   ウ 大会･イベント等

60歳以上 6月～9月(随時)

小学5年生～中学生

　　  海洋スポーツの振興を通じ、青少年の健全育成、県民の健康づくりの推進に寄与するため、
　　各種スポーツ教室等を実施する。

ヨットスクール受講者 各5人

ホリデイヨット 高校生以上

   ア 指導者養成研修

事　業　名 対　象 ・ 定　員 実施時期

マリンスポーツ研修

 (1) 兵庫県立海洋体育館管理運営事業

高校生以上 5月～10月(随時)

7月～8月(2回)

5月～7月(5期)

6月～8月(3回)

7月～8月(2回)

5月～10月(随時)

カヌー
学校･社会体育関係者
在職期間が10年に達した教員等15人

8月

ヨット
学校･社会体育関係者
在職期間が10年に達した教員等10人

8月

新
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第29回公苑カップ 兵庫Jrアイスホッケー大会 県内アイスホッケーチーム 12月

スポーツコート(インライン)専用利用 希望団体 4月～11月

スポーツコート(インライン)･SUP個人利用 希望者 4月～11月

小学校自然学校団体 4月～11月

カヌーグループアクティビティ(団体体験プログラム) 10人以上のグループ(小学生以上) 4月～11月

2021チャレンジカヌーin円山川
障がいのある方、カヌーサ
ポートが出来る方 60人

10月

スケートリンク･ウィンターアイスフェスティバル 希望者 1月

スケートリンク･レディースDayイベント 女性(高校生以上) 12月～3月

スケートリンク･クリスマスDayイベント 希望者 12月

１Ｄａｙスケート教室 年長児以上 各期10人 12月～2月(4期)

竹輪づくりと港飯体験(食育ワークショップ) 小中学生、希望者 150名 6月

年長児～中学生 20人 12月～3月

研修室等 8,000人

教室受講者等 200人

対　象 ･ 定　員

置艇利用

   ウ 大会･イベント等

事　業　名 対　象 ･ 定　員 実施時期

円山川カヌー体験Day 希望者　各150人 4月～7月(3期)

円山川公苑自然学校カヌー･カッター体験プログラム

インラインスケートレッスン付シーズン会員

ペンギンスケート教室 年長児～中学生 各期15人 12月～2月(3期)

2021コレクション展 10/30～1/10

全但高等学校美術連盟展 2/5～3/3

円山川･楽々浦カヌーツーリング 小学生～大人 各10人 4月～11月(3期)

愛犬と一緒に楽しむカヌー･カヤック体験 小学生～大人 各10人 10月

30,000人

合　　計 45,200人

第31回公苑カップ 但馬少年サッカー大会 但馬内少年サッカーチーム 11月

希望者 30人 4月～11月

開催時期

家具 草分みのる作品展　―クラッシック･モダン･アート― 7/10～10/11

 (2) 兵庫県立円山川公苑管理運営事業

　　　兵庫県北部の文化･スポーツ活動の総合施設として、県民の文化の高揚、健康の増進、
　　地域創生に貢献するため、地域の関係団体と連携し、文化、スポーツ、レクリエーションに
　　関する企画を実施する。

   ア 美術展覧会

展　覧　会　名

事　業　名

小学生～大人 各10人

   エ 令和3年度利用見込人員(延人員)

貸艇利用 7,000人

実施時期

4月～11月

   イ スポーツ教室等

ユニバーサルカヌースクール 小学生～大人 各3人 4月～11月

シロクマスケート教室 年長児～中学生 20人 11月～3月

シロクマシーズン会員

カヌー･カヤックお手軽体験 4歳児～大人 各20人 4月～11月

円山川ショートカヌーツーリング
(JRCA公認円山川カヌースクール)

新
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　　　武道の振興を通じ、青少年をはじめ広く県民の心身の健全な発達に寄与するため、各種武
　　道教室等を実施する。

メタボリックシンドローム改善･シェイプアップ 一般 各期15人 4月～3月(4期)

ピラティス(胸式呼吸) 一般 各期15人 4月～3月(4期)

小学生運動教室 小学1年生～3年生 各期15人 4月～3月(3期)

姫路藩古武道講座 小学生以上 4月～3月(4回)

   イ トレーニング講座

事　業　名 対　象 ･ 定　員 実施時期

ヨガⅠ･Ⅱ 一般 各期15人 4月～3月(4期)

太極拳教室 5歳以上
火コース 各期20人

4月～3月(4期)
土コース 各期10人

少林寺拳法教室 小学生以上
水コース 各期20人

4月～3月(4期)
金コース 各期20人

なぎなた教室 5歳以上 各期10人 4月～3月(4期)

空手道教室 5歳以上 各期10人 4月～3月(4期)

合気道教室 5歳以上
火コース 各期20人

4月～3月(4期)
土コース 各期20人

親子居合道教室 小学生と保護者 各期10組 10月～3月(2期)

日本拳法教室 小学3年生以上 10人 4月～6月(1期)

テコンドー入門教室 小学生以上 10人 1月～3月(1期)

中学生以上 各期20人 4月～3月(4期)

女性弓道教室(仮称) 中学生以上 各期20人 10月～3月(2期)

居合道教室 中学生以上 各期10人 4月～9月(2期)

女性剣道教室 女性 各期20人 4月～3月(4期)

剣道稽古会 小学3年生以上～一般 4月～3月(24回程度)

弓道入門教室 中学生以上 各期20人
4月～ 6月

(2期)
10月～12月

   ア 武道教室

事　業　名 対　象 ･ 定　員 実施時期

柔道入門教室 5歳以上 20人 4月～3月(4期)

柔道錬成教室 小学3年生以上 各期20人 4月～3月(4期)

剣道入門教室 5歳以上 各期20人 4月～3月(4期)

剣道錬成教室 小学3年生以上 各期20人 4月～3月(4期)

専用利用 19,000人

企画展覧会 10,000人

教室受講者等 6,500人

そ の 他 1,500人

弓道錬成教室

合　　計 65,000人

クラブの育成(アイスホッケークラブ･カヌークラブ) 希望者 通年

１Ｄａｙパスポート 小学生以上 4月～11月

   エ 令和3年度利用見込人員(延人数)

個人利用 28,000人

 (3) 兵庫県立武道館管理運営事業

事　業　名 対　象 ･ 定　員 実施時期

新

新
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随時

武道アスリートトレーニング支援事業

武道実技研修会 中高生 各回80人 4月～3月(2回)

地域社会武道指導者研修会 武道指導者 各回150人 10月～3月(2回)

武道指導者研修会 武道指導者 各回80人 4月～3月(2回)

剣道高段位取得対策講座 一般 40人 4月～3月(1回)

高校生以上(兵庫県武道協議会加盟
団体の推薦による) 各団体5人まで

7月～3月

武道相談 希望者 随時

なつやすみ一石二鳥 －文･電･両･道－ 小･中学生
学校夏季休業中の
10日程度

障害者武道普及事業 障害者武道家、武道団体

   ウ 大会･イベント等

事　業　名 対　象 ･ 定　員 実施時期

第18回兵庫武道祭 一般･武道団体等 11月3日

地域社会武道指導者研修会
(中学校武道必修化対策事業)

中学校保健体育科教員･武道指導者
各回40人

8月(2回)

兵庫県立武道館杯少年少女武道大会 小･中学生 10月～3月(1回)

合同武道体験会 5歳以上 4月

柔道･剣道体験教室
(中学校武道必修化対策事業)

小学4年生～6年生 各期30人 4月～3月(2期)

稽古初め 希望武道団体 1月

武道文化講座(日本文化(茶道)体験) 小学生以上 4月～3月(1回)

ストレッチリリース(血流改善) 一般 各回15人 4月～3月(週1回)

青竹エクササイズ 一般 各回15人 4月～3月(週1回)

頭と体を健康に 一般 各回15人 4月～3月(週1回)

バランスボール 一般 各回15人 4月～3月(週1回)

コアエクササイズ 一般 各回10人 4月～3月(週2回)

関節痛予防プログラム(ミニボールＥＸ) 一般 各回15人 4月～3月(週1回)

バーベルビート(リズムダンベル体操) 一般 各回16人 4月～3月(週2回)

ひきしめ体操 一般 各回10人 4月～3月(週1回)

ボディーケア(姿勢改善) 一般 各回15人 4月～3月(週2回)

かんたんステップ 一般 各回16人 4月～3月(週1回)

ＺＵＭＢＡ３０ 一般 各回20人 4月～3月(週1回)

ヒートアップファイテング(ボクシングエクササイズ) 一般 各回20人 4月～3月(週2回)

ウェーブリングエクササイズ 一般 各回20人 4月～3月(週1回)

おはようストレッチ 一般 各回20人 4月～3月(週6回)

かんたんエアロ 一般 各回20人 4月～3月(週1回)

ステップエクササイズ 一般 各回10人 4月～3月(週1回)

自力整体 一般 各回33人 4月～3月(週1回)

パワーヨガ 一般 各回20人 4月～3月(週3回)

幼児運動教室 幼児(年少～年長)各期15人 4月～3月(3期)

事　業　名 対　象 ･ 定　員 実施時期

走らないエアロ 一般 各回10人 4月～3月(週1回)

新

新

新
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57事業

3事業

37事業

   イ 文化･スポーツ等の講座

   ウ  令和3年度利用見込人員(延人員)

事　業　名

スポーツをするこどもの増加と
体力向上事業

成人のスポーツ実施者の増加、高齢者の
スポーツ参加事業
－スポーツを「する」きっかけづくり－

競技者レベルの向上事業
－目指せ！トップアスリート－

地域交流事業及び文化事業
－多くの人が参加できるイベント－

内　　容

スポーツを通じて、子どもの「アタマ」
「カラダ」「ココロ」の健全な発育発達
を応援

多忙な成人が気軽に参加でき、生活習慣
を改善できるスポーツ事業を実施

指導者や保護者のための講習会を開催
し、トップアスリートの育成をサポート

震災メモリアルコンサート等地域交流事
業、また、茶道教室等の文化事業を実施

合　　計 478,000人

個人利用 100,000人

専用利用 375,000人

教室受講者等 3,000人

　　　弓道の振興を通じ、青少年をはじめ広く県民の心身の健全な発達に寄与するため、弓道教
　　室を実施する。

合　　計

講座数

29事業

278,000人

そ の 他 8,000人

専用利用 230,000人

教室受講者等 12,000人

個人利用 28,000人

   エ 令和３年度利用見込人員(延人員)

　 (5) 神戸常盤アリーナ管理運営事業(再掲)

   ア 本館運営事業

5月～6月

初心者休日コース 中学生以上 30人 10月

事　業　名

   イ  令和3年度利用見込人員(延人員)

個人利用 1,200人

実施時期

弓道教室
初心者平日コース 一般 15人

300人

　　　指定管理者(構成団体)として、本館施設運営等の実施のため、職員を派遣する。

　　　勤労者をはじめ広く県民の文化の高揚及び体育･スポーツの振興を図り、その福祉を増進す
　　るとともに、”一人ひとりが健康で、生き生きと暮らす社会「スポーツ立県ひょうご」”を
　　実現し、「元気なひょうご」の創造を目指すため、兵庫県立文化体育館ファシリティー共同
　　体(代表団体:アシックススポーツファシリティーズ(株))の構成団体として参画し、各種事業
　　を実施する。

合　　計 20,500人

教室受講者等

そ の 他 3,000人

   ア 普及･振興事業

 (4) 兵庫県立弓道場管理運営事業

専用利用 16,000人

対　象 ･ 定　員

新
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事　業　名

合　　計 59,000人

テニス 一般利用 45,000人

会員利用 4,000人

グラウンド 第一グラウンド 7,000人

第二グラウンド 3,000人

   イ  令和3年度利用見込人員(延人員)

3月

 (1) 兵庫県天王ダムスポーツガーデン管理運営事業

   ア 大会･イベント等

実施時期

第35回兵庫県知事杯天王ダムテニス大会

対　象 ･ 定　員

一般 100人程度

 ２ 健康増進施設の管理運営事業

    　広く県民の健康増進と仲間づくりの場を提供することを目的として、兵庫県天王ダムスポ
    ーツガーデン(所在地：神戸市北区)の管理運営事業を、新型コロナウイルス感染症対策を講
　　じながら実施する。
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(単位：千円)

令和 年度 令和 年度 増 減 備 考

5,518 5,518 0

764 844 △ 80 有価証券 保有額 減少

4,960 4,900 60 ウン 協会 加入 ため増加

3,300 3,500 △ 200

ツ少年団 登録者数 新型コロ

ウイ 感染症 影響 減少

4,291,980 4,150,122 141,858

75,252 79,985 △ 4,733

新型コロ ウイ 感染症

事業 見直し 減少

15,682 15,294 388
天王ダ 管理棟建替

利用者 増加

100 100 0 ブ ネ ン 講習会 講料

545 600 △ 55 ツ少年団大会参加料

1,318 1,450 △ 132 ツ少年団養成講習会等 講料

4,199,083 4,052,693 146,390 中学校給食 拡大 供給量 増加

566,236 611,023 △ 44,787

296,065 310,554 △ 14,489

国民体育大会派遣費 開催地 減少

鹿児島県 三重県

259,135 242,935 16,200
施設合計7,610千円 増加

ﾈｰﾐ ｸ ﾗｲﾂ終了 3,228千円減少

文化体育館 委 費 11,818千円増加

2,336 52,034 △ 49,698

日韓青少年夏季 ツ交流事業 終了

伴う減少

7,700 4,300 3,400
新規 ブア イザ 配置事業

増加

1,000 1,200 △ 200

ロ 助成金100万円

ユ イ 助成金20万円 事業 終了

6,815 10,286 △ 3,471

ツ安全協会 事業方針 変更

減少

2,762 3,070 △ 308 広告収入等 減少

4,882,335 4,789,263 93,072

4,753,742 4,654,622 99,120

8,897 64,788 △ 55,891

日韓青少年夏季 ツ交流事業

90周年 念事業 終了 ため減少

215 541 △ 326 協議会等 実施す ため減少

38,610 56,661 △ 18,051

本国体 開催地 減少

鹿児島県 三重県 ため旅費減少

211,756 208,048 3,708
ふ さ 選手へ 旅費及び

コロ ウイ 感染症対策費 増加

8,590 9,060 △ 470 旅費等 減少

6,152 0 6,152 ブア イザ 配置 人件費

4,140,056 3,986,830 153,226
食数増 米 ン加工賃 増加及

び 物資 買入量 増加

323,981 315,844 8,137
新た 管理運営をす

文化体育館 支出 増加

15,485 12,850 2,635
天王ダ ガ ン長 賃金 給料へ

変更 ため人件費 増加

103,756 113,494 △ 9,738

人件費 文化体育館

支出 ため減少

4,857,498 4,768,116 89,382

24,837 21,147 3,690

1,865 982 883

22,972 20,165 2,807

指定管理者事業収入

Ⅲ 予算 概要及び収支予算書

予算 概要 

科 目

事業活動収入

基本 産運用収入

特定資産運用収入

会費収入

登録料収入

事業収入

日本 ﾎ ｰﾂ振興 ﾀｰ助成金収入

健康増進施設 管理運営事業収入

総合型地域 ﾎ ｰﾂｸﾗﾌ 支援事業収入

各種大会参加料等収入

指導者養成事業収入

学校給食物資収入

補助金等収入

県 補助金等収入

県指定管理料等収入

日 協補助金等収入

学校給食 食育支援事業支出

民間助成金収入

担金収入

雑収入

事業活動収入

事業活動支出

事業費支出

県民 ツ普及･振興事業支出

ツ指導者養成事業支出

国民体育大会派遣事業支出

選手育成 強化対策事業支出

ツ少年団事業支出

総合型地域 ツ ブ支援事業支出

事業活動収支差額 －

指定管理施設 事業支出

健康増進施設 管理運営事業支出

事務局管理費支出

事業活動支出

収入－支出 ｛ － }

法人税 支払額
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2  収支予算書

ⅰ　収支予算書 資金ベ 単位：千円

科　　目 令和 年度予算額 令和 年度予算額 増　　減

  事業活動収支の部

 1  事業活動収入

基本 産運用収入 5,518 5,518 0

    基本 産利息収入 3,150 3,150 0

    基本 産 賃借料収入 2,368 2,368 0

特定資産運用収入 764 844 △ 80

    特定資産 利息収入 764 844 △ 80

会費収入 4,960 4,900 60

    盟団体会費収入 4,960 4,900 60

録料収入 3,300 3,500 △ 200

    ツ少年団 録料収入 3,300 3,500 △ 200

事業収入 4,291,980 4,150,122 141,858

    指定管理者事業収入 75,252 79,985 △ 4,733

        海洋体育館管理運営事業収入 21,600 21,600 0

        円山川公苑管理運営事業収入 13,126 17,279 △ 4,153

        武道館管理運営事業収入 38,804 38,958 △ 154

        弓道場管理運営事業収入 1,722 2,148 △ 426

    健康増進施設の管理運営事業収入 15,682 15,294 388

        王 ツ ン管理運営事業収入 15,682 15,294 388

    総合型地域 ツ 支援事業収入 100 100 0

    各種大会開催 参 料等 収入 少 545 600 △ 55

        県 ツ少年大会収入 318 350 △ 32

        近畿競 別交流大会収入 227 250 △ 23

    指 者養成事業収入 少 1,318 1,450 △ 132

        ニ 養成講習会収入 91 100 △ 9

        講習会 収入 1,200 1,320 △ 120

      ャ 講料収入 27 30 △ 3

　　 学校給食物資収入 4,199,083 4,052,693 146,390

        学校給食物資収入 4,199,003 4,052,653 146,350

      　食育 講料収入 80 40 40

補助金等収入 566,236 611,023 △ 44,787

    県 料等収入 296,065 310,554 △ 14,489

        選手育成 強化対策事業収入 209,756 208,048 1,708

        国民体育大会派遣事業収入 38,610 56,661 △ 18,051

        運営費補助収入 47,699 45,845 1,854

    県指定管理料等収入 259,135 242,935 16,200

        兵庫県立海洋体育館　管理運営事業収入 26,458 26,895 △ 437

        兵庫県立円山川公苑　管理運営事業収入 87,480 83,532 3,948

        兵庫県立武道館　管理運営事業収入 129,434 125,454 3,980

        兵庫県立弓道場　管理運営事業収入 3,945 3,826 119

　　 　 兵庫県立武道館利用促進事業収入 0 3,228 △ 3,228

　　 　 兵庫県立文化体育館　委 料収入 11,818 0 11,818

令和３年度  修正分当初予算　資金ベース
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科　　目 令和 年度予算額 令和 年度予算額 増　　減

    日 協補助金等収入 2,336 52,034 △ 49,698

        都道府県 ツ指 者研修会収入 0 241 △ 241

        ピン 防止教育 啓 事業収入 185 185 0

        国際交流事業収入 日韓青少年夏季 ツ交流 0 49,400 △ 49,400

        都道府県体協組織整備助成金収入( 少) 1,460 1,508 △ 48

        近畿種目別交流大会補助金収入 600 600 0

        ャ ( 少) 91 100 △ 9

    日本 ツ振興ｾﾝﾀｰ助成金収入 7,700 4,300 3,400

　　　　 ツ振興く 助成事業収入 0 600 △ 600

　　　　 ニ ン 掘 育成事業収入 3,700 3,700 0

　　　　 配置事業収入 4,000 0 4,000

    民間助成金収入 1,000 1,200 △ 200

        学生育成 団助成金収入 少 1,000 1,000 0

        体育 ツ振興会収入 0 200 △ 200

担金収入 6,815 10,286 △ 3,471

        県民体育大会開催費事業収入 409 409 0

      　 ツ安全協会兵庫県支部等 担金収入 6,406 9,877 △ 3,471

雑収入 2,762 3,070 △ 308

        利息収入 97 105 △ 8

        陽光売電料収入 1,440 1,440 0

        賃借料収入 275 275 0

        出店料収入 600 550 50

        損害 担金収入 0 150 △ 150

        雑収入 350 550 △ 200

        事業活動収入計(A) 4,882,335 4,789,263 93,072

 2  事業活動支出 0

事業費支出 4,753,742 4,654,622 99,120

    県民 ツ普及 振興事業支出 8,897 64,788 △ 55,891

        市町 ツ振興事業支出 900 900 0

        兵庫県民体育大会支出 2,375 2,525 △ 150

        国際交流事業 日韓 市町体協分 45 45 0

        総合型地域 ツ 支援事業支出 0 1,526 △ 1,526

        体育 労者の表彰事業支出 1,500 1,500 0

        広報事業支出 放送等 2,667 2,667 0

        県中学校体育連盟振興事業支出 700 700 0

        生涯 ツ県民ふ あい大会支出 210 210 0

        日韓 ツ交流事業 青少年夏季 ツ交流 0 49,400 △ 49,400

    　　ワ 2021関西 500 315 185

    　　90周年 念事業支出 0 5,000 △ 5,000

    ツ指 者養成事業支出 215 541 △ 326

        兵庫県 ツ指 者研修会事業支出 5 241 △ 236

        公認 1 2養成講習会支出 5 100 △ 95

        公認 ツ 講習会支出 5 200 △ 195

        ツ指 者協議会補助事業 200 0 200

    国民体育大会派遣事業支出 38,610 56,661 △ 18,051
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科　　目 令和 年度予算額 令和 年度予算額 増　　減

    選手育成 強化対策事業支出 211,756 208,048 3,708

        組織充実 強化事業支出 5,463 4,463 1,000

        指 者養成事業支出 4,800 4,800 0

        選手強化 育成事業支出 152,708 151,000 1,708

        選手 事業支出 3,285 2,285 1,000

        未来の 支援事業 45,500 45,500 0

    ツ少年団事業支出 8,590 9,060 △ 470

        各種大会開催事業支出 2,545 2,800 △ 255

        指 者等養成事業支出 1,600 1,760 △ 160

        国際交流活動事業支出 182 200 △ 18

        表彰事業支出 91 100 △ 9

        各種大会派遣事業支出 2,323 2,555 △ 232

        市町 ツ少年団活動費事業支出 400 550 △ 150

        ツ少年団管理費支出 1,449 1,095 354

    総合型地域 ツ 支援事業支出 6,152 0 6,152

        ツ振興く 助成事業支出 0 0 0

        配置事業支出 5,400 0 5,400

        録 認制度事業支出 320 0 320

        ネ ン 研修会 432 0 432

  　 学校給食 食育支援事業支出 4,140,056 3,986,830 153,226

        学校給食用物資の供給事業支出 3,962,174 3,810,883 151,291

        食育支援 地産地消事業支出 16,980 14,298 2,682

        食育支援 ン 人件費支出 105,556 101,108 4,448

        食育支援 ン 管理費支出 55,346 60,541 △ 5,195

    公の施設の管理運営事業支出 323,981 315,844 8,137

        兵庫県立海洋体育館管理運営事業支出 46,844 48,650 △ 1,806

        兵庫県立円山川公苑管理運営事業支出 99,856 100,652 △ 796

        兵庫県立武道館管理運営事業支出 160,476 160,036 440

        兵庫県立弓道場管理運営事業支出 6,195 6,506 △ 311

        兵庫県文化体育館管理運営事業支出 10,610 0 10,610

    健康増進施設の管理運営事業支出 15,485 12,850 2,635

        王 ツ ン管理運営事業支出 15,485 12,850 2,635

事務局管理費支出 103,756 113,494 △ 9,738

     　 人件費支出 68,671 76,370 △ 7,699

    　  事務所費支出 35,085 37,124 △ 2,039

        事業活動支出計(B) 4,857,498 4,768,116 89,382

        計 （  ＝ (A) － (B) 24,837 21,147 3,690

        法人税の支払額(）)     損益ベ を確認 1,865 982 883

        事業活動収支差額 E ＝ （ － ） 22,972 20,165 2,807

  投資活動収支の部

 1  投資活動収入

基本 産 崩収入 0 0 0

特定資産 崩収入 87,760 △ 87,760

その他固定資産 崩収入 0 0 0

        投資活動収入計 F 0 87,760 △ 87,760

 2  投資活動支出

基本 産 得支出 0 0 0

特定資産 得支出 22,623 23,743 △ 1,120

その他固定資産 得支出 0 87,760 △ 87,760

        投資活動支出計 G 22,623 111,503 △ 88,880

        投資活動収支差額 H ＝ F － G △ 22,623 △ 23,743 1,120

  予備費支出 I 1,000 1,000 0

        当期収支差額 J ＝ E ＋ H － I △ 651 △ 4,578 3,927
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ⅱ　収支予算書 訳表/損益ベ 単位：千

公益目的事業会計 収益目的事業会計 法人会計 合　計

Ⅰ  一般 味 産増減の部

  1. 経常増減の部

    (1)経常収益

         基本 産運用益 1,575 0 3,943 5,518

           基本 産 利息 1,575 0 1,575 3,150

           基本 産 賃借料 給食　法人 0 0 2,368 2,368

         特定資産運用益 382 0 382 764

         会費 2,480 0 2,480 4,960

　　　　 事業収益 4,267,970 24,010 0 4,291,980

           使用料 57,144 19,468 0 76,612

           手数料 186 4,542 0 4,728

           講料 9,774 0 0 9,774

           大会参加料収益 545 0 0 545

         　学校給食物資収益 4,199,003 0 0 4,199,003

           ュニ 養成講習会収益 ポ少 91 0 0 91

           コ 講習会収益 ポ少 1,200 0 0 1,200

           クテ ブ ャ コ 講習会収益 ポ少 27 0 0 27

         県補助金 277,939 5,723 12,403 296,065

           選手育成 強化対策事業収益 209,756 0 0 209,756

           国民体育大会選手団派遣事業収益 38,610 0 0 38,610

           運営費補助収益 29,573 5,723 12,403 47,699

         日 ポ協補助金等 2,336 0 0 2,336

           防 教育 啓 事業収益 185 0 0 185

           都 府県体協組 整備( ポ少) 1,460 0 0 1,460

           近畿競技別交流大会 自県開催 ( ポ少) 600 0 0 600

           ｨ ﾁｬ ﾛ ﾑ講習会( ポ少)　 91 0 0 91

         県指定管理料 221,860 20,511 4,946 247,317

         指定管理施設委託料 文化体育館 5,792 5,790 236 11,818

         民間助成金 ﾛ ： 少 1,000 0 0 1,000

         日本 ポ ツ振興セン 助成金 7,700 0 0 7,700

         担金 5,955 860 0 6,815

           県民体育大会開催 担金 409 0 0 409

           ポ安 土木 中高体連等 担金 5,546 860 0 6,406

         録料 ポ少 3,300 0 0 3,300

         雑収益 1,283 39 1,440 2,762

         　 利息 その他固定資産利息 97 0 0 97

           太陽光 電量(法人) 0 0 1,440 1,440

           賃借料 275 0 0 275

           出店料 600 0 0 600

           損害 担金 0 0 0 0

           その他雑収入 広告･ ｬ 等 311 39 0 350

       経常収益計 4,799,572 56,933 25,830 4,882,335

Ｒ３修正分 当初予算
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公益目的事業会計 収益目的事業会計 法人会計 合　計

    (2)経常費用

         役員報酬 11,894 1,216 7,236 20,346

         給料手当 214,060 21,834 5,092 240,986

         退職給付費用　　　　資金 に 要 3,574 588 154 4,316

         福利厚生費 49,637 6,231 3,240 59,108

         推進員給 手当 15,032 0 0 15,032

         臨時雇賃金 19,137 1,739 124 21,000

         諸謝金 8,296 0 0 8,296

         旅費交通費 14,760 54 400 15,214

         県 録什器備品費 500 0 0 500

         消耗品費 26,137 39 0 26,176

         修 費 15,369 1,147 0 16,516

         印刷製本費 5,135 0 0 5,135

         光熱水料費 54,197 4,232 965 59,394

         燃料費 870 0 0 870

         会議費 459 0 10 469

         通信運搬費 6,196 3 0 6,199

         保険料 3,832 156 400 4,388

         支払手数料 12,510 97 193 12,800

         交際費 131 0 44 175

         委託費 107,045 9,934 3,842 120,821

         賃借料 17,894 159 400 18,453

         支払 担金 4,954 0 40 4,994

         減価償却費　　　資金 に 要 13,557 4,750 0 18,307

         支払補助金 235,274 0 0 235,274

         租税公課 3,025 153 0 3,178

         学校給食物資費 3,962,174 0 0 3,962,174

       経常費用計 4,805,649 52,332 22,140 4,880,121

         当期経常増減額 △6,077 4,601 3,690 2,214

  2. 経常外増減の部

    (1)経常外収益

         過年度修 益 0 0 0 0

       経常外収益計 0 0 0 0

    (2)経常外費用 0 0 0 0

他会計振替額 2,181 △ 2,181 0 0

税引前当期一般 味 産増減額 △ 3,896 2,420 3,690 2,214

法人税 住民税及び事業税 0 1,865 0 1,865

当期一般 味 産増減額 △ 3,896 555 3,690 349

※資金調 の予定無し。
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