
令和５年度

事業計画及び収支予算書

令和５年４月１日から
令和６年３月31日まで

公益財団法人兵庫県スポーツ協会



はじめに 

 令和５年度は、特別国体近畿ブロック大会及び全国スポーツ少年大会が本県にて開催される予定とな 

っており、現在、当協会はウィズコロナ下における確実な大会運営に向けて、準備等を行っているとこ

ろです。 

さて、本県のスポーツ界を取り巻く環境は年々変化しており、急速な少子高齢化の中で選手数が減少

するとともに、指導者数も減少しています。そのような環境下でのトップアスリートの育成・強化のため

には、ジュニア期での選手発掘及び一貫した指導体制が必要であり、その指導者の育成、中でも女性指

導者の育成が求められています。 

また、スポーツ庁の推進する中学校運動部活動の地域移行のためには、地域スポーツの振興が必須と

なっており、総合型地域スポーツクラブとその指導者の育成が喫緊の課題です。 

当協会が管理するスポーツ施設においては、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用者

数の回復を図り、経営を安定化するために新たな事業展開が必要となっています。 

学校給食・食育事業においても、物価高騰や地産地消が課題となっています。 

これらの課題の解決に向けて、これまで協会が培ってきたレガシーを大切にしつつ、関係する皆様の

お力添えをいただきながら、所属や部署の垣根を越え協会職員が一丸となって新たなことに一歩一歩チ 

ャレンジしてまいります。 

令和５年度の事業方針 

 当協会では、県民のスポーツへの参画による「スポーツ文化」の成熟を目標として、県民スポーツの

推進事業と学校給食・食育事業を柱に、様々な課題の解決に向けて下記の事業を展開します。 
 

 

 

 

ⅰ 総合的な推進

 県民スポーツの振興を図るため、公認スポーツ指導者等の資格取得を支援し、スポーツを支える

人材の育成を一層推進します。 

ⅱ 競技力の向上

 国民体育大会での継続的な入賞と国際大会等で活躍できるアスリートの育成を図るため、今後大き

な課題となる①競技者のすそ野拡大、②指導者の確保、③都市部以外のスポーツ振興に積極的に取組

みます。また、関係団体の人的財産やスポーツ医・科学情報を活用し、選手並びに競技団体のサポー

トを充実させ、更に強化・育成に努めます。 

ⅲ 地域スポーツの振興

  スポーツ少年団活動の活性化とガバナンスの強化を図り、青少年の健全育成に寄与します。また、

総合型地域スポーツクラブの登録認証制度の普及促進と自律的なクラブ運営を牽引する人材の育成

を支援し、運動部活動地域移行の受け皿となり、かつ地域スポーツの拠点となり得るような信頼され

るクラブの育成を図ります。さらに、市町・市町教育委員会の制度設計を支援しながら地域における

スポーツ指導者数の増加を図ります。 

ⅳ スポーツ施設の管理運営

 スポーツを通じた地域活性化や、利用者の健康増進、青少年の健全育成の場として、県民の交流拠

点となるよう多種多様な事業を実施すると共に、継続的に事業のスクラップアンドビルドに取り組み、

経営の安定化と利用者サービスの向上を図り、利用者と共に成長し発展する施設運営を目指します。 

 

 

 

ⅰ 学校給食用物資の安定供給 

 安全・良質な学校給食用物資を提供すると共に、県産食材の供給拡大を図ります。 

ⅱ 食育支援

 健全な食生活を実現する子どもたちを育てるため、食事の大切さを学ぶ体験学習を実施すると共に、

協会が管理運営するスポーツ施設と連携して、アスリートと食に関するイベントに取り組みます。 

県民スポーツの推進事業 

学校給食・食育事業 
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Ⅰ　事業体系図

１ 食育支援事業

 １ 総合支援事業 (1) 総合相談窓口事業

(1) 特別国民体育大会･

第78回国民スポーツ大会冬季大会派遣事業

(1) 選手発掘・育成事業

(7) 広報事業

(1) 日本スポーツ協会公認コーチ1･コーチ2養成講習会

(2) 女性指導者サポート事業

(3) 日本スポーツ協会公認コーチングアシスタント・
スタートコーチ養成講習会サポート事業

 ３ スポーツ指導者養成事業

(4) 指導者ブラッシュアップ講習会

(5) 兵庫県スポーツ指導者研修会

(5) 国際交流事業

(1) 市町スポーツ大会補助事業

(2) 兵庫県民スポーツ大会

(3) 兵庫県中学校体育連盟振興補助事業

(6) 体育功労者等の表彰事業

(4) 生涯スポーツ県民ふれあい大会補助事業

(4) 兵庫県立弓道場管理運営事業

(1) 兵庫県天王ダムスポーツガーデン管理運営事業

(1) 学校給食用物資の供給事業

(1) 食育支援事業

(5) 神戸常盤アリーナ (兵庫県立文化体育館)  管理運営事業

 １ 食育支援事業

 １ スポーツ少年団事業

 ２ 県民スポーツ普及･振興事業 

 ２ 競技力向上推進事業

 １ 国民体育大会派遣事業

 １ 公の施設の管理運営事業

 ２ 健康増進施設の管理運営事業

 １ 学校給食用物資の供給事業

２ 総合型地域スポーツクラブ支援事業

(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) 各種大会開催事業

(2) 指導者等養成事業

(3) 国際交流事業

(4) 表彰事業

(3) 中学校運動部活動の地域移行への支援事業

(5) 各種大会派遣事業

(6) 市町スポーツ少年団補助事業

(1) 中間支援組織としての取組事業

(2) 推進体制の整備事業

(2) 総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会事業

(2) 兵庫県立円山川公苑管理運営事業

(5) アスリートサポート事業

(3) 指導者養成プログラム事業

(4) 未来のスーパーアスリート事業

ⅰ 総合的な推進

ⅱ 競技力の向上

ⅰ 学校給食用物資の安定供給

ⅳ スポーツ施設の管理運営

ⅲ 地域スポーツの振興

県
民
ス
ポ
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の
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業
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ⅱ 食育支援
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Ⅱ 令和５年度の重点施策 

― 互いに支えあう「スポーツ文化」の成熟を目指して ― 
 

県民スポーツの推進事業 

１ 総合的な推進 

(1) 総合相談窓口事業 

加盟団体等を支援し、県民スポーツの振興を図るため、加盟団体等が法人化など

により団体運営において適正なガバナンスを確保し、経営力を強化できるよう、当

協会事務局内に相談窓口を設置する。 

〇対象 加盟団体、総合型地域スポーツクラブ等 

〇内容 ガバナンス強化や法人化に関することについて、 

電話、メール、オンライン、対面などにより 

相談に応じる。 

【総務部】 電 話 ：(078)332-2344  

メール：hyogoken@hyogo-sports.jp 

(2) 女性指導者サポート事業 

    スポーツにおける男女共同参画の推進のために、競技団体の女性指導者（指導

者を目指す女性競技者）を対象として、指導者資格の取得を支援する。 

 

                                     〇対象 競技団体の女性指導者 

（指導者を目指す女性競技者） 

〇内容 日本スポーツ協会コーチ１の資格     

取得にかかる経費を補助 

 

 (3) 日本スポーツ協会公認コーチングアシスタント・スタートコーチ養成講習会 

サポート事業 

    指導者・運営スタッフ確保のために、日本スポーツ協会主催の基礎科目取得希

望者を対象に支援する。 

    〇対象 競技団体の上位資格者を補佐する者として基礎的なスポーツ指導や運営

にあたる者、又はあたろうとする者 

〇内容 コーチ１の共通科目及びスタートコーチ取得にかかる経費を補助 

 

(4) 指導者ブラッシュアップ講習会 

但馬・丹波・淡路で研修会を開催し、指導者・審判のレベルアップ及び地域活 

性化を図る。 

〇対象 県北部在住等の日本スポーツ協会公認指導者・資格取得予定者・審判 

〇内容 但馬・丹波・淡路地域にて指導者・審判研修会を開催 

新 

新 

新 

新 
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２ 競技力の向上 

(1) 特別国民体育大会及び第 78 回国民スポーツ大会冬季大会における近畿

ブロック大会（開催県） 

近畿ブロック大会を６年ぶりに本県にて開催する。 

〇内容 本大会 31競技、冬季大会１競技 

実行委員会事務局を当協会内に設置 

  〇開催地 下記 16市町 

新 

会場市町
水球 尼崎市
AS 大阪府門真市

豊岡市
競技

新体操
トランポリン

SP 宍粟市
SL・WW 滋賀県大津市

神戸市
西宮市
三木市
三木市

丹波篠山市・京都府京丹波町
西宮市
神戸市
神戸市
尼崎市
神戸市
三木市
神戸市
尼崎市
三木市
神戸市
姫路市
豊岡市
神戸市
明石市

大阪府豊能郡
赤穂市

三木市・神戸市
京都府亀岡市

加東市
姫路市
姫路市
姫路市
尼崎市ア イ ス ホ ッ ケ ー 12/2(土)・3(日)・9(土)・10(日)

空 手 道
銃 剣 道
な ぎ な た

8/27(日)
 8/20(日）
8/19(土)

ア ー チ ェ リ ー
ス ポ ー ツ ク ラ イ ミ ン グ 7/29(土)～7/30(日)

バ ド ミ ン ト ン

ラ イ フ ル 射 撃
剣 道
ラ グ ビ ー フ ッ ト ボ ー ル 8/31(木)・9/2(土)

8/25(金)～8/27(日)
弓 道 8/19(土)～8/20(日)

 8/19(土)～8/20(日）

ゴ ル フ 6/21(水)～6/22(木)

ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ
8/12(土)～8/13(日)

テ ニ ス 7/15(土)～7/16(日)

8/24(木)

8/26(土)～8/27(日)

ホ ッ ケ ー
8/19(土)～8/21(月)ボ ク シ ン グ

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル

カ ヌー
7/22(土)～7/23(日)
7/1(土)～7/2(日)

ボ ウ リ ン グ 8/5(土)～8/6(日)

7/16(日)
7/16(日)

競技名 開催日

水　           　泳
8/４(金)～8/6(日)

　7/30（日）

神戸市

ボ ー ト 7/16(日)

体 操
7/17(月)

ソ フ ト ボ ー ル

 8/20(日）

サ ッ カ ー

8/17(木)～8/20(日)ハ ン ド ボ ー ル

バ レ ー ボ ー ル

 8/18(金)～8/20(日）

馬 術 6/24(土)～6/25(日)
フ ェ ン シ ン グ
柔 道 9/3(日）

ソ フ ト テ ニ ス
卓 球
軟 式 野 球 8/12(土)～8/13(日)

 8/19(土)～8/20(日）

 8/18(金)～8/20(日）

 8/19(土)～8/20(日）

 8/19(土)～8/20(日）

 8/19(土)～8/20(日）

8/19(土)～8/21(月)
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 (2) フィフスプログラム事業 

     競技団体の一貫した指導体制を促進し、ジュニア期（小学５年生）からの計画的

な選手発掘、育成を推進し、本県アスリートの国民スポーツ大会や国際大会での活

躍を目指す。 

〇対象 原則小学５年生～ 

    〇内容 有望な選手を招集し、定期 

的な練習会を実施する。 

（競技団体の特性に応じて、地区・県 

どちらの開催でも可能） 

20競技・５回程度を予定 

(3) ひょうご五国スポーツキャラバン 

        各地域で実施するスポーツ競技体験会を通して、スポーツ能力に優れた素質を

持つ県内の子どもたちの発掘を行う。 

〇対象 未就学～小学６年生 

                                     〇内容 スポーツ体験会や体力測定を 

                         実施することにより、子どもたちに

スポーツとの出会いを創出し、競技

者数の確保と地域のスポーツ振興

を図る。 

                    〇場所  但馬（スキー・アイスホッケー・スケート・陸上） 

丹波（ホッケー・トライアスロン・バスケット・ライフル射撃） 

淡路（相撲・ソフトテニス・バレー・ボート・ラグビー） 

                                                 (R5予定) 

(4) アスリートフードメニュー普及事業 

        アスリートが必要とする栄養摂取の方法や知識などの情報をリーフレットによ

り提供するほか、栄養士による個別の相談会を設けるなど、アスリートへの「食

とスポーツ」の支援を図る。 

      「家庭でも簡単に作れる一般アスリート向けフードメニュー」を実際に製作・

提供、メニューレシピや栄養摂取に関する情報なども併せて提供し、アスリート

のための食育の普及を促進していく。（当協会各施設連携事業） 

 

〇場所 近畿ブロック大会兵庫大会会場 

丹波篠山市ホッケー会場及び県立武道館 他 

  〇内容 移動販売車（キッチンカー）による委託販売に 

より、地産地消の特産を取り入れ、特製ランチ 

を提供する。（一食 500円程度にて販売） 

 

新 

新 

新 
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３ 地域スポーツの振興 

(1) スポーツ少年団事業 

第 61 回全国スポーツ少年大会（開催県） 

全国都道府県スポーツ少年団代表の団員および指導者の参加のもと、集団生活を

行い、スポーツ活動・文化学習活動・野外活動・交歓交流活動等を通して、青少年

のこころとからだを育てるとともに、スポーツ少年団活動をより一層促進し、地域

における活動の活性化を図る。 

〇対象  全国都道府県スポーツ少年団代表の団員 

および指導者 約 200人 

〇開催日  8/4(金)～8/7（月）の４日間 

〇内容  国立淡路青少年交流の家にてスポーツ活動・ 

野外活動・交歓交流活動などを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (2) 総合型地域スポーツクラブ支援事業 

ア 公認スポーツ指導者の養成 

総合型地域スポーツクラブにおける公認スポーツ指導者数の増加を図る。 

〇対象  本協会に登録する総合型地域スポーツクラブ ３０クラブ（予定） 

〇内容  公認指導者資格取得にかかる費用の一部を補助   

 

イ 次世代のクラブマネジメント人材育成事業 

次世代の総合型地域スポーツクラブの運営を担う人材を育成するため、研修会 

の開催及び総合型地域スポーツクラブでの実習の機会等を提供する。 

〇対象  県内在住、在学の大学生  ２０人（予定） 

〇内容  マネジメント研修、現場実習、新規プロジェクト立ち上げ 

拡 

新 

新 

閉会式

【野外活動】
キャンプファイヤー

【文化活動】
（防災教育）
北淡震災記念

公園

【パラスポーツ活動】
《南あわじ市
文化体育館》

【野外活動】
ストーン

ペインティング

【スポーツ活動】
カッター体験

写真撮影

班交流活動 班交流活動

入所式

班交流活動

歓迎アトラクション
『淡路人形浄瑠璃』

オリエンテーション

《南あわじ市

文化体育館》

さよなら交流会

開会式

８月６日（日） ８月７日（月）

第61回全国スポーツ少年大会基本日程

１日目 ３日目 ４日目

８月４日（金） ８月５日（土）

２日目
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ウ スポーツクラブフェスタ 

総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会及び総合型地域スポーツクラブの認知

度の向上と県民のスポーツ参加意欲を高めることを目指し、参加型のイベントを行

う。 

 

〇対象 幼児、児童、生徒、大人  

約 300人 

    〇開催 ３回（予定） 

〇内容 プロスポーツ選手による指導や、 

様々なスポーツプログラムの 

体験機会を提供 

 

 

  (3) 中学校運動部活動の地域移行への支援事業 

ア 運動部活動地域移行理解促進支援事業 

市町における中学校運動部活動地域移行への理解を深めるための研修会等を実施

することにより、関係者の理解を深め、持続可能な制度設計に係る議論や取り組み

を活性化させる。 

〇対象  市町教育委員会 

〇内容  部活動地域移行に関する 

研修会等や調査・研究の支援 

 

 

 

 

 

 

 

イ 情報提供窓口の設置 

       市町教育委員会や学校等に対して、総合型地域スポーツクラブの登録認証を得た

信頼できる総合型地域スポーツクラブ、本会加盟団体やスポーツ少年団の情報提供

（指導者・受け入れ体制等）や、運動部活動の地域移行に係る相談ができる窓口を

設置することにより、各市町における運動部活動地域移行の取組を支援するととも

に、地域スポーツの活性化を図る。 

〇対象  希望する市町教育委員会や学校等 

〇内容  総合型地域スポーツクラブ、本会加盟競技団体やスポーツ少年団等 

     に関する情報の提供、運動部活動地域移行に係る相談 

拡 

新 

新 
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   ウ  日本スポーツ協会公認コーチングアシスタント・スタートコーチ養成講習会 

サポート事業 (再掲) 

エ  公認スポーツ指導者の養成（再掲） 

   オ  次世代のクラブマネジメント人材育成事業（再掲） 

 

 

 

 

 

４ スポーツ施設の管理運営 

(1) 公の施設の管理運営事業（指定管理施設受託事業） 

ア 県立海洋体育館管理運営事業 

  『マリンスポーツ体験会（仮称）』 

    新しいマリンスポーツに親しんでもらい、施設をアピールすることで利用者増

を図る。 

 

    

   

 

 

 

イ 県立円山川公苑管理運営事業 

  『JRCA公認・SUP指導員養成講習・検定会』 

指導者養成により、安全に楽しむための基礎知識と技術の普及を図る。 

〇対象  大人（高校生以上） 

〇募集  10人程度 

〇開催日  6/24(土)～25(日)の２日間 

〇内容   

・SUP（スタンドアップ・パドルボーディング） 

のインストラクター資格取得のための理論・ 

実技講習及び検定会を実施する。 

（近畿地域で検定会ができる JRCA公認校は 

円山川公苑とモンベルの 2団体のみ。) 

新 

新 

〇対象  小学生等 50人（予定） 
〇開催日   7月から 9月（2回） 

〇内容  イベント開催時に SUP等の新しい 

マリンスポーツの体験会を実施 

 
 

拡    

新 

新 
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ウ 県立武道館管理運営事業

『武道始め』

  年頭に、武道教室等で定期的に利用されている団体を対象に施設の無料開放を

行い、地域における武道振興及び利用者同士の交流促進を図る。 

〇対象及び参加予定者  

・定期的利用団体 約 300人

剣心会、こうりゅうかい、志誠塾、 

龍野若竹会等 

〇開催日 令和６年１月４日（木）（予定） 

〇内容 

・稽古始め、鏡開き、記念品配布等

エ 県立弓道場管理運営事業

 『健康講習会』（アスリートフードメニュー普及事業）

〇対象 一般県民  

〇募集 30人程度 

〇内容  健康な食生活を送るためのセミナーを開講 

オ 神戸常盤アリーナ（県立文化体育館）管理運営事業

 『食育学習会』（食育支援事業＊学校給食・食育支援センター連携）

 〇対象 神戸市内の小学生及びその保護者等   

〇募集 40人程度 

〇内容  スポーツトレーナーによる走り方レッスン及び講演会「走るジュニア

のための食事の重要性とからだづくりについて(仮)」 

(2) 健康増進施設の管理運営事業（協会直営施設管理事業）

兵庫県天王ダムスポーツガーデン管理運営事業

『てんだむスポーツフェスタ』 

 〇対象 一般県民 約 150人 

〇内容  地域に密着したフェスティバルを開催 

・プロテニスプレーヤーによるクリニック

・近隣高校のダンス部による演技

新 

新 

拡 

新 
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学校給食・食育事業 

１ 学校給食用物資の安定供給 

(1) 学校給食における県産食材（加工品）の供給拡大（県共催事業）

学校給食のおかずに、県産食材加工品の利用拡大を図る。

〇内容 県産食材を原材料とする加工品を学校給食に提供する際、県外産食材

加工品との価格差を県が補填する。 

使用期間は、地場産物活用状況調査期間（6月・11月の各 5日間） 

○令和４年度実績 10市町が学校給食・食育支援センターが取り扱う 10品目を

延 85回使用。 

 (2) 学校給食における県産食材（農産物）の供給拡大（食育支援センター独自事業）

学校給食のおかずに、県産農産物の利用拡大を図る。

○内容 県産農産物を学校給食に提供する際、市町の年間必要量を取りまと

め、通常より安価に供給する。 

○対象農産物 岩津ねぎ（朝来市）、小松菜（神戸市西区）、ブロッコリー

（南あわじ市）、マッシュルーム（小野市）、椎茸（佐用町）等 

(3) 学校給食・食育支援の拠点整備

築後半世紀近くが経過する「学校給食・食育支援センター」管理棟建替のため

の資金積立を継続して実施する。 

○内容 給食食材の発注や食育支援事業の立案、研修会、調理実習、食品検

査を実施する管理棟の建替資金を積み立てる。 

○積立期間  ６年（令和３年度～令和８年度）

〇建設費  約３億５千万円を予定 

２ 食育支援

(1) 児童・生徒、教職員等を対象とした出前講習会

  「見て・触れて・体験して・食べて」を実感する体験型の学習会を実施

〇対象 児童・生徒（６事業 35 回実施、参加者約 2,500人）

〇内容 魚講習会・竹輪を作ろう！講習会・ごはん塾・手作り豆腐講習会・

【新規】みそ作り教室・もぅ～もぅ～スクール（酪農搾乳体験） 

「魚講習会」 「ごはん塾」 

拡 

新 
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ⅰ 総合的な推進

Ⅲ 事業別概要

 ２ 県民スポーツ普及･振興事業 

　県民総スポーツを目指し、県民のスポーツに対する理解と関心を深めるため、加盟団体等が実施す
るスポーツ大会を支援、また、各種スポーツ事業等を実施する。

 １ 総合支援事業

　加盟団体等を支援し、県民スポーツの振興を図るため、ガバナンス改革・経営力強化に関する相談
窓口を当協会事務局内に設置する。

 (1) 市町スポーツ大会補助事業

　　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。

　　　〇対象(予定人数）：市町体育・スポーツ協会（約6,000人）

　　　〇実  施  時  期 ：4月～3月

　　　〇場　　      所 ：各市町

 (2) 兵庫県民スポーツ大会

 (1) 総合相談窓口事業

　　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

　　　〇対象(予定人数）：加盟競技団体(約2,000人）

　　　〇実  施  時  期 ：5/7

　　　〇場　　      所 ：明石公園きしろスタジアム（陸上競技場）

   イ 各競技別大会

　　　〇対象(予定人数）：加盟競技団体（約45,000人）

　　　〇実　施　時　期 ：4月～3月

　　　〇場　　      所 ：県内各地

 (3) 兵庫県中学校体育連盟振興補助事業

 (4) 生涯スポーツ県民ふれあい大会補助事業

　 ア 兵庫県中学校総合体育大会

　　　〇対象(予定人数）：17競技（約15,000人）

　　　〇実  施  時  期 ：7月～1月

　　　〇場　　      所 ：県内各地

   イ 中学校新人種目別大会

　　　〇対象(予定人数）：16競技 (約10,000人）

　　　〇実　施　時　期 ：4月～3月

　　　〇場　　      所 ：県内各地

　　　〇対象(予定人数）：兵庫県生涯スポーツ連合（約2,000人）

　　　〇実　施　時　期 ：11/26

　　　〇場　　      所 ：しあわせの村

　　　〇実　施　時　期 ：2027年5月

　　　〇場　　      所 ：９府県（近畿２府４県、鳥取県、徳島県、福井県）

 (5) 国際交流事業

 　  ワールドマスターズゲームズ関西へ参画する。

県民スポーツの推進事業

新
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(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)

【コーチ1】
各競技団体においてコーチング
スタッフとして、基礎的な知
識・技能に基づき、安全で効果
的な活動を提供する指導者
【コーチ2】
各競技団体において監督やヘッ
ドコーチ等の責任者として、安
全で効果的な活動を提供すると
ともに、指導計画を構築、実
行、評価し監督する指導者

6月～1月 未定

(3) 日本スポーツ協会公認コーチ
ングアシスタント・スタート
コーチ養成講習会サポート事業

上位資格者を補佐する者として
基礎的なスポーツ指導や運営に
あたる者、又はあたろうとする
者

6月～1月 未定

(5) 兵庫県スポーツ指導者研修会
(JSPO受託事業)

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、
各スポーツ指導者

7/23、1月実
施(予定)

兵庫県民会館

 3 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。

事　業　名 対象者 実施時期 場　所

(6) 体育功労者等の表彰事業

〇対象(予定人数）：体育功労者・優秀選手等（約300人）

〇実　施　時　期 ：2月

〇場 所 ：神戸常盤アリーナ

当協会の事業概要、イベント情報などを広報し、県民のスポーツへの関心を高める。

ア ラジオ番組における広報活動（ひょうご五国へレッツトライ）

〇対　　　　  象 ：兵庫県内外の視聴者

〇実  施  時  期 ：年１回（イベント開催及び放送）

〇共 催 ：兵庫県、MBSラジオ

イ Team Hyogo 2023

〇対　象(予定数）：関係者等（1000部）

〇実　施　時　期 ：6月発行

(7) 広報事業

ウ 国体通信

〇対　象(予定数）：関係者等（7000部）

〇実　施　時　期 ：年３回発行

(2) 女性指導者サポート事業
日本スポーツ協会公認コーチ1
の資格取得を目指す女性指導者

6月～1月 未定

(4) 指導者ブラッシュアップ講習会
県北部等の日本スポーツ協会公
認指導者・資格取得予定者・審
判

6月～３月 未定

新

新

新
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ⅱ 競技力の向上

1競技 12/2～12/10 尼崎の森(アイスホッケー)
第78回国民
スポーツ大会

ブロック予選会

冬季大会
2競技 1/27～2/3 北海道

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

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

競技団体の一貫した指導体制を促進
し、ジュニア期（小学5年生～）からの
計画的な選手発掘・育成を推進

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

ア 強化事業

事　業　名 対　象 実施時期 内　容

一般強化事業

 １ 国民体育大会派遣事業

競技団体 4月～3月

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

強化選手指定

6/21～9/3 兵庫県内（一部競技：大阪府、京都府、滋賀県）

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

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

特別国民体育大会
「燃ゆる感動かごしま国体」

フィフスプログラム事業

加盟団体活動補助事業 18競技団体大会開催費等補助

指導者招聘事業
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

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

団体競技強化事業

ジュニア特別強化事業
（中体連・高体連への活動費補助）

中体連：指導者研修費等補助
高体連：指導者研修･選手派遣

選手強化費等補助

ドクター･トレーナー等派遣

ふるさと選手活用促進プロジェクト

(1)特別国民体育大会･第78回国民スポーツ大会冬季大会派遣事業

事　業　名 対　象 実施時期 場　所

特別国民体育大会
近畿ブロック大会(開催県）

31競技

(1) 選手発掘・育成事業(県補助事業)

1競技 2/21～2/24 山形県

38競技
10/7～10/17

鹿児島県

 ２ 競技力向上推進事業

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、国民体育大会（国民ス
ポーツ大会）での継続的な入賞と国際大会等で活躍できるアスリートの育成を目指す。

新

新

9/16～9/24
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スーパージュニア育成塾

競技団体 4月～3月

ジュニア選手の強化合宿･練習

ジュニアスポーツ教室 ジュニア選手の育成教室

ゴールデンエイジ･プロジェクト
競技者の底辺拡大、才能ある選手の発
掘

イ ジュニア選手の発掘・育成事業

事　業　名 対　象 実施時期 内　容

トップアスリート等の活用促進事業 国体正式競技団体 4月～3月

トップアスリート・チーム
等を派遣し、強化練習会や
スポーツ体験会等を実施す
る

(2) 推進体制の整備事業

ア 選手サポートプログラム事業(県補助事業・JSPO受託事業)

ひょうご五国スポーツキャラバン

拠点化推進プロジェクト 拠点地域におけるジュニア育成

ウ トップアスリート等の活用促進事業

事　業　名 対　象 実施時期 内　容

スポーツ医事セミナー事業 加盟団体 9月下旬
国体に向けたアンチ･ドー
ピング留意点等の研修

スポーツ啓発事業
加盟団体
中学校・高等学校

4月～3月
栄養学や女性アスリートの
サポート情報等を広報し、
スポーツの推進を図る

事　業　名 対　象 実施時期 内　容

スポーツ医・科学支援事業 国体選手 4月～3月
国体選手健康調査と二次検
診

選手支援 国体候補選手 5月～3月 施設利用補助

イ 強化体制充実プログラム事業及び広報事業(県補助事業)

事　業　名 対　象 実施時期 内　容

年３回
当協会の事業概要、特別国民体育大
会（国民スポーツ大会）情報等を広
報し、スポーツの振興を図る

競技力向上推進委員会
国体参加
競技団体

11月
強化対策事業の検討等(競技力向上委
員長他、委員12名)

事務担当者会議 関係団体 6月・3月
補助金適正執行等、各団体ガバナン
ス・マネージメントの強化を図る

広報 加盟団体

新
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(3) 指導者養成プログラム事業(県補助事業)

事　業　名

事　業　名 対　象 実施時期 内　容

ひょうごアスリート応援団事業
（国体正式競技団体以外の加盟団体
対象）

競技団体 4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、協会事業の
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

ひょうごアスリート就職サポート
「アスリートキャリアフォーラム」

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

アスリートフードメニュー普及事業

アスリートが必要とする栄養摂取の方
法や知識などの情報をリーフレットに
より提供するほか、栄養士による個別
の相談会を設けるなど、アスリートへ
の「食とスポーツ」の支援を図る

中央競技団体等開催研修会派遣

コーチ3･コーチ4養成講習会派遣

指導者招聘事業（再掲）

内　容

日本スポーツ協会
が実施するコーチ
3・コーチ4養成講
習会への派遣

豊富な知識や経験
がある優秀な指導
者を招聘し指導者
の育成を図る

中央競技団体等に
よる研修会への派
遣

国体戦略会議等
(内容：アンチ･
ドーピング研修、
指導者養成等)

実施時期

4月～3月

対　象

【コーチ3】
各競技団体においてコーチングスタッ
フとして、ブロック及び全国大会レベ
ルのプレーヤー・チームに対して競技
力向上を目的としたコーチングを行う
指導者
【コーチ4】
各競技団体においてコーチングスタッ
フとして、国際大会レベルのプレー
ヤー・チームに対して競技力向上を目
的としたコーチングを行う指導者

4月～3月

6月・9月・
3月

4月～2月

チーム兵庫プロジェクト･1会議

講演会、国体顕彰
等

12月

各競技団体
指導者

各競技団体
指導者

国体各種別
監督等

加盟団体等

(5) アスリートサポート事業(協会独自事業)

競技力向上研修会

(4) 未来のスーパーアスリート事業(県補助事業)

事　業　名 対　象 実施時期 内　容

能力向上サポートプログラム事業

競技団体 4月～3月

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・科学サポートプログラム事業
能力向上サポートプログラムに必要な
医･科学的サポート

能力発掘・育成プログラム事業
（リトライ・スポーツ・プロジェクト）

リトライ選手発掘のための競技体験会
やトライアウトの開催

新

-15-



場　所

県スポーツ少年大会 開催なし 全国大会開催担当県のため

(2) 指導者等養成事業

事　業　名 対　象 実施時期 場　所

ジュニア･リーダー養成講習会 団員･リーダー 12/16～12/17

団員･リーダー

国立淡路青少年交流の家

県立嬉野台生涯教育センター

受入7/26～8/11
派遣7/28～8/13

国立オリンピック記念青少年総
合センター
ドイツ連邦共和国

指導者

8/4～8/7団員･リーダー

(3) 国際交流事業

事　業　名 対　象 実施時期 場　所

日独スポーツ少年団
同時交流事業

指導者･団員

全国スポーツ少年大会（開催県）

リーダー会育成事業 リーダー会員 4月～3月 兵庫県民会館他

スタートコーチ(スポーツ少年団)
養成講習会

スポーツ少年団・
において、必要最
低限度の知識・技
能に基づき、当該
競技の上位資格者
と協力して、安全
で効果的な活動を
提供する者

11月　2回
1月 　2回
（予定）

兵庫県立武道館等

アクティブ･チャイルド･プログラム

スポーツ少年団に
おいてアクティブ
チャイルド プログ
ラムの理念やノウ
ハウを各地域にお
いて普及・啓発で
きる者

10/28 兵庫県民会館

ⅲ 地域スポーツの振興

(1) 各種大会開催事業

事　業　名 対　象 実施時期

 １ スポーツ少年団事業

　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。

近畿ブロックスポーツ少年団近畿
リーダー研究大会

リーダー・指導者 9/9～9/10 嬉野台生涯教育センター

県総合競技大会 団員 11月～12月 県立武道館他

県競技別交歓大会 団員 5月～1月 県内各地

(4) 表彰事業

事　業　名 対　象 実施時期 場　所

日本スポーツ少年団顕彰事業 市町･指導者
12/3（予定） 県立武道館他

県スポーツ少年団功労者表彰
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　経営人材、指導者などの地域スポーツを支える人材の育成に取り組み、総合型地域スポーツ
クラブを支援するとともに、運動部活動の地域移行の受け皿としての役割を果たせるよう、ク
ラブの質的充実に取り組む。

千葉県他

近畿競技別交流大会派遣 団員 7月～2月 滋賀県他

全国スポーツ少年大会派遣 指導者･団員 8/4～8/7 兵庫県

近畿スポーツ少年大会派遣 指導者･団員 8/17～8/19 京都府

(1) 中間支援組織としての取組事業

(5) 各種大会派遣事業(一部JSPO補助事業)

事　業　名 対　象 実施時期 場　所

市町スポーツ少年団活動補助事業 団員、指導者または育成母集団 5月～3月

シニア・リーダースクール派遣 リーダー 8月中旬（予定） 静岡県（予定）

(6) 市町スポーツ少年団補助事業

事　業　名

兵庫県

ジュニアスポーツフォーラム派遣 指導者 6/11（予定） 東京都

全国競技別交流大会派遣 団員 8月、3月

対　象 実施時期

近畿リーダー研究大会派遣 指導者・リーダー 9/9～9/10

事　業　名 対　象 実施時期 内容

登録相談窓口の開設 希望者 通年

 ２ 総合型地域スポーツクラブ支援事業

クラブ登録認証制度にかかる相談窓
口を設け、登録支援を行う

登録準備支援金の交付 登録クラブ 随時
登録クラブが本登録に向けて行う登
録基準を満たすための取組に対して
支援金を交付する

公認スポーツ指導者の養成 登録クラブ 6月～1月
クラブ指導者の公認スポーツ指導者
養成の取組を支援する

スポーツ情報の提供 － 通年
クラブに関係するスポーツに関する
情報をホームページ等に掲載する

公認アシスタントマネジャー養成講
習会

18歳以上 9/2～9/3
講習会を開催し、クラブの自立的運
営を牽引する人材を育成する

次世代のクラブマネジメント人材育
成事業

大学生 8月～10月
次世代のクラブの運営を担う人材を
育成するため、研修会の開催及びク
ラブでの実習の機会等を提供する

クラブアドバイザー配置事業（toto） － 通年

クラブアドバイザーを配置し、クラ
ブの質的充実に向けた指導・助言を
行うとともに、部活動移行にかかる
行政とクラブとの連携を促進するた
めの情報発信を行う

新
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事　業　名

スポーツクラブフェスタ（toto）

近畿ブロッククラブネットワークア
クション２０２３

機関誌の発行

対　象 実施時期 内容

登録クラブ
等

登録クラブ
等

内容実施時期

2/10他

12/2

通年

県協議会・クラブの認知度向上のた
め、県民対象にイベントを行う

近畿ブロック内のクラブ関係者が情
報共有をし、ブロック内での連携の
促進を行う

―

対　象

クラブ会員
等

(2) 総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会事業

―
運動部活動地域移行への理解を深め
るための研修等の実施を支援

クラブアドバイザーを配置し、クラ
ブの質的充実に向けた指導・助言を
行うとともに、部活動移行にかかる
行政とクラブとの連携を促進するた
めの情報発信を行う

講習会を開催し、クラブの自立的運
営を牽引する人材を育成する

(3)中学校運動部活動の地域移行への支援事業

クラブアドバイザー配置事業
（toto）(再掲）

公認アシスタントマネジャー養成講
習会（再掲）

通年

登録クラブ
等

6月～1月

― 通年

18歳以上 9/2～9/3

大学生 8月～10月
次世代のクラブの運営を担う人材を
育成するため、研修会の開催及びク
ラブでの実習の機会等を提供する

希望する
市町教育委
員会、学校
等

事　業　名

運動部活動地域移行理解促進支援事
業

次世代のクラブマネジメント人材育
成事業（再掲）

情報提供窓口の設置

公認スポーツ指導者の養成（再掲）

登録認証を得た指導者・受け入れ体
制等の情報を、希望する市町教育委
員会等へ提供する窓口を設置

公認スポーツ指導者数の増加を図る

市町教育
委員会

新
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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〕

　　　   

　　　   

　　　   

　  　  

　　　　 

８事業

アスリートフードメニュー普及事業（再
掲）

イベント開催時に、アスリートが必要と
する栄養摂取の方法や知識などの情報を
リーフレットにより提供するほか、栄養
士による個別の相談会を設けるなど、ア
スリートへの「食とスポーツ」の支援を
図る

   ウ  令和５年度利用見込人員(延人員)

合　　計 55,240人

ⅳ スポーツ施設の管理運営

 [受託施設]

 １ 公の施設の管理運営事業（指定管理施設受託事業）

　兵庫県が設置したスポーツ施設の指定管理者として、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、魅力ある多種多様な講座やイベントを実施する。

   イ  各種大会・イベント等

事　業　区　分 内　　容 事業数

地域住民や海洋体育館利用者、不登校の児
童生徒、特別支援学校の教職員を対象に各
種大会・イベントを実施

イベント開催時に、専門業者の協力も得
ながらSUP等の新しいマリンスポーツの体
験会を実施

研修室等 7,000人

教室受講者等 240人

1事業

大会･イベント事業

貸艇利用 10,000人

置艇利用 38,000人

食育支援事業(食育学習会)
*兵庫県学校給食･食育支援センター
 連携事業

食事とスポーツを通して、様々な可能性を
引き出す体力づくりを支援するため、学校
給食・食育支援センターと連携し、「食」
に関する事業を開催

 (1) 兵庫県立海洋体育館管理運営事業

　　  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。

   ア  研修・スポーツ教室等

事　業　区　分 内　　容 講座数

指導者養成研修事業

学校・社会体育関係者を対象に個々の能力
や適性に応じたヨット又はカヌーについて
の技術的な研修を行い、指導力の向上を図
る

１講座

スポーツ教室・講習会事業

小学生からシニアまでを対象にヨット又は
カヌーの理論と基礎的な技術を身につけ、
１人で乗れることを目指す講座から、初心
者のための体験講座等を実施 15講座

個人レッスンヨットについて、シーズン
オフの利用を促すため、通年実施に時期
を拡大

学校等における野外活動支援事業
自然学校等児童生徒の体験活動を支援す
るため、カヤック等の安全・技術指導及
び活動プログラムを提供

新
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食育支援事業(食育学習会)
*兵庫県学校給食･食育支援センター
 連携事業

食事とスポーツを通して、様々な可能性を
引き出す体力づくりを支援するため、学校
給食・食育支援センターと連携し、「食」
に関する事業を開催

１事業

年齢を問わずスケートの基本を学べる各種
教室の開催と自主運営クラブを育成

６事業

施設の利用促進を図るため、各種大規模イ
ベント等を開催するとともに、個人利用者
のサービスを推進する事業

アイスフェスティバル、アイスホッケー・
サッカー大会の開催や、お得な料金で１日
すべての施設を楽しめる1Dayパスポートの
販売

８事業

JRCA公認・SUP指導員養成講習・検定会
SUP（スタンドアップ・パドルボーディン
グ）の公認指導員資格を取得することが
できる養成講習・検定会を開催

アイススケート・インラインスケートの
普及・振興を図る事業

教室受講者等 18,000人

そ の 他 1,000人

合　　計 85,000人

企画展覧会 10,000人

   イ  スポーツ・レクリエーション事業等

事　業　区　分 内　　容 事業数

小学5年生の自然学校など、学校団体の野外
活動（学校行事）を支援する事業

カナディアンカヌー・カヤック・カッター
の安全・技術指導と活動プログラムの提供

２事業

パドルスポーツ（カナディアンカヌー・カ
ヤック・SUP）の普及を図る事業

一人はもとより、親子や愛犬と一緒にカ
ヌー・カヤック・SUP体験できる各種プロ
グラムやツーリング等を実施

６事業円山川の夕凪・SUP体験ツアー
SUPの基本レッスンと夕凪の川面のツーリ
ング

カナディアンカヌーで巡る円山川・楽々浦
景勝地「楽々浦」をカナディアンカヌー
で巡るツーリング

パドルスポーツの指導者養成と障がい者の
カヌー活動を支援する事業

公認カヌーインストラクターの養成講習・
検定会の開催と、障がい者のアウトドアス
ポーツ体験を支援

３事業

地元作家たちの発表の場と県民が芸術に触
れる機会を提供する事業

但馬ゆかりの作家による展覧会と但馬内の
県立高等学校と連携した４展覧会を開催

５事業
県民プレミアム芸術デー・ミュージアムス
タンプラリー事業への参画

県民が芸術文化に親しみ、より身近に感じ
られる機会を提供するため観覧無料等の催
しと県立の美術館・博物館等で実施するス
タンプラリーへの参加

   ウ  令和５年度利用見込人員(延人数)

個人利用 31,000人

専用利用 25,000人

 (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  美術館（展示室）運営事業

事　業　区　分 内　　容 事業数

新
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 (3) 兵庫県立武道館管理運営事業

　　　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。

   ア  武道･スポーツ等の講座

事　業　区　分 内　　容 講座数

   ウ  令和５年度利用見込人員(延人員)

   イ　イベント等

事　業　区　分 内　　容 事業数

武道教室等
子どもから大人まで幅広い年代を対象に、
多くの武道種目の教室を開講し、更なる武
道の普及振興を図る。

17講座

トレーニング講座
年間を通して気軽に参加でき、生活習慣を
改善できるトレーニング講座と、幼児・小
学生対象の運動教室を実施

24講座

15事業

イベント等
「武道祭」をはじめ、武道の理解と普及の
ための事業のほか、技術向上や指導者の資
質向上のための研修会を実施

武道始め
年頭に、武道教室等で定期的に利用され
ている団体を対象として施設を無料で開
放

手柄山オータムフェスティバルへの
参加　(一財)姫路市まちづくり振興機構と
の連携

手柄山周辺の姫路市立５施設による地域活
性化イベントに参加

食育支援事業(食育学習会)
*兵庫県学校給食･食育支援センター
 連携事業

食事とスポーツを通して、様々な可能性を
引き出す体力づくりを支援するため、学校
給食・食育支援センターと連携し、「食」
に関する事業を開催

１事業

そ の 他 5,300人

合　　計 408,600人

個人利用 34,000人

専用利用 358,300人

教室受講者等 11,000人

アスリートフードメニュー普及事業（再
掲）

近畿ブロック大会開催時に、アスリート
が必要とする栄養摂取の方法や知識など
の情報をリーフレットにより提供するほ
か、栄養士による個別の相談会を設ける
など、アスリートの「食とスポーツ」へ
の支援を図る
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 (4) 兵庫県立弓道場管理運営事業

　　　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、
    弓道教室等を実施する。また、令和４年度より兵庫県教育委員会が新たに整備した多目
    的に活用できる付帯施設とあわせて、更なる利便性の向上を目指す。

教室受講者等 350人

   ア  普及・振興事業

事　業　区　分 内　　容 講座数

高校生以上の初心者～経験者を対象とした
弓道教室等

弓道の心構えや弓道技術を学ぶ機会を提
供・支援することで、弓道の普及・振興を
図る

アスリートフードメニュー普及事業（再
掲）　「健康講習会」

健康な食生活を送るためのセミナー等を
実施

３講座

   イ  令和５年度利用見込人員(延人員)

個人利用 2,400人
専用利用 18,000人

合　　計 490,000人

そ の 他 1,500人
合　　計 22,250人

 (5) 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活動及びスポーツの練習、競技のため、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。

   ア  本館運営事業

　　　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。

食育支援事業（食育学習会）
*兵庫県学校給食･食育支援センター
 連携事業

食事とスポーツを通しての身体づくりを
支援するため、学校給食・食育支援セン
ターと連携し、「食」に関する事業を開
催

1事業

教室受講者等 47,000人

   イ  文化･スポーツ等の事業

事　業　区　分 内　　容 事業数

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

31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－

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

59事業

スポーツをするこどもの増加と
体力向上事業

   ウ  令和５年度利用見込人員(延人員)

個人利用 110,000人

専用利用 333,000人

競技者レベルの向上事業
－目指せ！トップアスリート－

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

５事業

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－

震災復興祈念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

40事業

新

新
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一般利用 50,000人

会員利用 4,000人

 ２ 健康増進施設の管理運営事業（協会直営施設管理事業）

 (1) 兵庫県天王ダムスポーツガーデン管理運営事業

    　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)の管理運営事業を実施する。

   ア  大会･イベント等

事　業　名 内　　容

てんだむスポーツフェスタ

地域に密着したフェスティバルを開催。初心者から
競技選手までを対象として、プロテニスプレーヤー
によるクリニックやトレーニング方法を学ぶ機会等
を提供

食事とスポーツを通しての身体づくりを支援するた
め、学校給食・食育支援センターと連携し、「食」
に関する事業を開催

食育支援事業（食育学習会）
*兵庫県学校給食･食育支援センター
 連携事業

グラウンド 第一グラウンド 6,000人

第二グラウンド 2,000人

合　　計 62,000人

   イ  令和５年度利用見込人員(延人員)

アスリートフードメニュー普及事業（再掲）

「てんだむスポーツフェスタ」開催時に、アスリー
トが必要とする栄養摂取の方法や知識などの情報を
リーフレットにより提供するほか、栄養士による個
別の相談会を設けるなど、アスリートへの「食とス
ポーツ」の支援を図る

テニス

新

新

拡
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事　業　名 内　容

学校給食におけ
る県産食材の供
給拡大

県共催事業
当センターが扱う、県産食材を原料とする加工品を学校給食
に提供する際、県外産食材加工品との価格差を県が補填

食育支援センター
独自事業　新

県産農産物を学校給食に供給する際、市町の年間必要量を取
りまとめ、通常より安価に供給する

 (1) 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。

   ア  研修会･講習会等の実施

事　業　区　分 内　容 事業数

栄養教諭等を対象とした食育支援事
業（県教委協賛事業）

｢学校教育活動全体を通した食育の推進｣を図るた
め実施

３事業

残留農薬検査、細菌検査、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

ⅱ 食育支援

 １ 食育支援事業

　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。

ⅰ 学校給食用物資の安定供給

 １ 学校給食用物資の供給事業

　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。

 (1) 学校給食用物資の供給事業

　市町に対し、引き続き積極的に米等の供給増大を働きかけるとともに、当センターに対して期待す
る役割や要望を踏まえながら、安定供給に努めていく。

   ア  安全で良質な物資の供給

　　　 ・各種検査の実施

区　分 実　施　検　査

 ウ　学校給食・食育支援の拠点整備

 　・学校給食・食育支援センター管理棟建替のための資金積立を継続して実施する。

製パン・炊飯委託工場等を対象とし
た衛生管理推進事業

安全な学校給食を実施するため、食品衛生管理に
関する意識の向上を図る研修会等を実施

４事業

米・小麦・一般物資

学校給食・食育事業

拡
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ウ 地産地消の推進

事　業　名 内　容

学校給食におけ
る県産食材の供
給拡大（再掲）

県共催事業
当センターが扱う、県産食材を原料とする加工品を学校給食
に提供する際、県外産食材加工品との価格差を県が補填

食育支援センター
独自事業　新

県産農産物を学校給食に供給する際、市町の年間必要量を取
りまとめ、通常より安価に供給する

食育支援事業(食育学習会)

食事とスポーツを通して、様々な可能性を引き出す体力づく
りを支援するため、各施設と連携し、「食」に関する事業を
開催
【新規】県立文化体育館及び天王ﾀﾞﾑｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝとの連携

エ 普及･啓発

事　業　名 内　容

給食だよりの発行(年3回) 物資情報、検査情報、講習会情報等の紹介

アスリートフードメニュー普及事業
（再掲）

アスリートが必要とする栄養摂取の方法や知識などの情報を
リーフレットにより提供するほか、栄養士による個別の相談
会を設けるなど、アスリートの「スポーツと食」の支援を図
る

オ 各施設との連携事業

事　業　名 内　容

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

イ 体験学習会の推進

事　業　区　分 内　容 事業数

児童・生徒、教職員等を対象とした
出前講習会

｢見て・触れて・体験して・食べて｣を実感する体
験型の学習会を実施
【新規】みそ作り教室

もぅ～もぅ～スクール（酪農搾乳体験）

６事業

拡

拡

新

拡
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 Ⅳ　収支予算書
１　事業別予算書（資金ベース）

（単位：千円）

事　　業 令和５年度 令和４年度 増　減 備　　考

Ⅰ  事業活動収支の部

 1  事業活動収入

（１）基本財産運用収入 4,598 4,598 0

（２）特定資産運用収入 874 664 210 有価証券の購入による増額

（３）受取会費収入 5,080 5,020 60
兵庫県ボディビル・フィットネス連盟
加入による増額

（４）登録料収入 3,120 3,100 20

（５）事業収入 4,761,181 4,725,456 35,725

    ①指定管理者事業収入 81,928 75,853 6,075 新規事業の実施に伴い増額

    ②健康増進施設の管理運営事業収入 15,900 15,534 366
新規会員獲得に向けた各種キャンペー
ン実施、冬季ナイター営業開始による
増額

    ③総合型地域スポーツクラブ支援事収入 132 159 △ 27 クラブマネジメント受講料収入の減額

    ④各種大会開催（参加料等）収入（スポ少） 665 545 120 近畿ブロックリーダー研究大会の各県
分担金による増額（R5兵庫県開催）

    ⑤指導者養成事業収入（スポ少） 758 1,318 △ 560
スタートコーチ養成講習会受講者数が
一定の人数に達したため減額

　　⑥学校給食物資収入 4,661,798 4,632,047 29,751
材料費の高騰により、売り渡し価格を
値上げしたことによる増額

（６）補助金等収入 646,646 563,181 83,465

    ①県受託料等収入 351,763 288,960 62,803

国体派遣費（開催地：R4栃木県→R5鹿
児島県）増額、近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会開催に
よる増額、光熱費高騰による補助金の
補填

    ②県指定管理料等収入 259,486 259,486 0

    ③受取国庫補助金 4,216 0 4,216
学校給食・食育支援センター倉庫設備
補助金、地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ推進体制基盤
強化事業補助金

    ④日スポ協補助金等収入 18,304 2,836 15,468
全国スポーツ少年大会実施による増額
（R5兵庫県開催）

    ⑤日本スポーツ振興ｾﾝﾀｰ助成金収入 11,877 10,899 978
スポーツクラブフェスタ、ひょうご
ジュニアスポーツアカデミー事業、天
王ダム照明設備改修助成金による増額

    ⑥民間助成金収入 1,000 1,000 0 グローリー助成金

（７）負担金収入 16,591 4,533 12,058
スポーツ安全保険の業務委託形態の変
更による増額

（８）雑収入 2,547 2,529 18

        事業活動収入計(A) 5,440,637 5,309,081 131,556

 2  事業活動支出 0

（１）事業費支出 5,277,689 5,154,103 123,586

    ①県民スポーツ普及・振興事業支出 8,353 8,105 248

    ②スポーツ指導者養成事業支出 4,750 215 4,535
新規事業の実施による増額
（女性指導者サポート、コーチングア
シスタント）

    ③国民体育大会派遣事業支出 53,691 50,655 3,036
本国体の開催地による増額
（栃木県から鹿児島県開催のため派遣
費増額）

    ④特別国民体育大会・第78回国民
　　　スポーツ大会（冬季大会）近畿
　　　ブロック開催事業支出

35,000 0 35,000 近畿ブロック大会実施による増額
（R5兵庫県開催）

    ⑤選手育成・強化対策事業支出 198,232 198,067 165

    ⑥スポーツ少年団事業支出 27,151 8,923 18,228
全国ｽﾎﾟｰﾂ少年大会実施による増額
（R5兵庫県開催）

    ⑦総合型地域スポーツクラブ支援事業支出 13,217 13,124 93

  　⑧学校給食・食育支援事業支出 4,564,459 4,542,919 21,540
材料費の高騰、新規事業の物資の買入
量の増加による増額

    ⑨公の施設の管理運営事業支出 359,933 321,819 38,114 光熱水料費の高騰による増額

    ⑩健康増進施設の管理運営事業支出 12,903 10,276 2,627 人件費増、修繕・工事実施による増額

（２）事務局管理費支出 107,272 107,842 △ 570

        事業活動支出計(B) 5,384,961 5,261,945 123,016

        小計（C） ＝ (A) － (B) 55,676 47,136 8,540

        法人税の支払額(D) 857 720 137

        事業活動収支差額（E）＝（C）－（D） 54,819 46,416 8,403
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２　収支予算書（内訳表/損益ベース） （単位：千円）

公益目的事業会計 収益目的事業会計 法人会計 合　計

Ⅰ  一般正味財産増減の部

  1. 経常増減の部

    (1)経常収益

①基本財産運用益 1,115 0 3,483 4,598

           基本財産受取利息 1,115 0 1,115 2,230

           基本財産受取賃借料（給食　法人） 0 0 2,368 2,368

②特定資産運用益 437 0 437 874

③受取会費 2,540 0 2,540 5,080

④事業収益 4,736,955 24,226 0 4,761,181

           受取使用料 62,516 19,300 0 81,816

           受取手数料 176 4,926 0 5,102

           受取受講料 11,042 0 0 11,042

           大会参加料収益 665 0 0 665

         　学校給食物資収益 4,661,798 0 0 4,661,798

           ジュニアリーダー養成講習会収益（スポ少） 91 0 0 91

           スタートコーチ講習会収益（スポ少） 640 0 0 640

           アクティブチャイルドコーチ講習会収益（スポ少） 27 0 0 27

⑤受取県補助金 336,762 5,400 9,601 351,763

           競技スポーツ振興事業 190,832 0 0 190,832

           国民体育大会選手団派遣事業収益 53,691 0 0 53,691

           運営費補助収益 45,000 5,400 9,601 60,001

           受取県補助金収益 12,239 0 0 12,239

　　　　　 特別国民体育大会・第78回国民スポーツ大会
　　　　　 （冬季大会）近畿ブロック開催費 35,000 0 0 35,000

⑥受取国庫補助金 4,216 0 0 4,216

           二酸化炭素排出抑制対策事業等受取国補助金収益 716 0 0 716

           地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業 3,500 0 0 3,500

⑦受取日スポ協補助金等 18,304 0 0 18,304

           ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ防止教育・啓発事業収益 185 0 0 185

           都道府県体協組織整備(スポ少) 1,760 0 0 1,760

           ｱｸﾃｨﾌﾞﾁｬｲﾙﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ講習会(スポ少)　 91 0 0 91

           全国スポーツ少年大会（スポ少） 16,268 0 0 16,268

⑧受取県指定管理料 238,405 4,968 5,027 248,400

⑨受取指定管理施設委託料（神戸常盤アリーナ） 6,209 221 4,656 11,086

⑩受取民間助成金（ｸﾞﾛｰﾘｰ：ｽﾎﾟ少） 1,000 0 0 1,000

⑪受取日本スポーツ振興センター助成金 11,320 557 0 11,877

⑫受取負担金 15,737 854 0 16,591

           県民体育大会開催負担金 409 0 0 409

           スポ安・土木・中高体連等受取負担金 15,328 854 0 16,182

⑬受取登録料(スポ少・総合型） 3,120 0 0 3,120

⑭雑収益 1,068 39 1,440 2,547

         　受取利息（その他固定資産利息） 80 0 0 80

           太陽光発電量(法人) 0 0 1,440 1,440

           受取賃借料 275 0 0 275

           受取出店料 350 0 0 350

           その他雑収入（広告･ｷｬﾝｾﾙ料等） 363 39 0 402

       経常収益計 5,377,188 36,265 27,184 5,440,637

Ｒ４ 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 15,886 1,645 5,020 22,551

給料手当 215,760 9,402 12,044 237,206

賞与引当金繰入額（職員手当) 13,134 412 901 14,447

賞与引当金繰入額（福利厚生費) 2,044 65 144 2,253

退職給付費用 3,119 108 397 3,624

福利厚生費 43,887 1,955 3,107 48,949

推進員給与手当 15,334 0 0 15,334

臨時雇賃金 18,103 124 124 18,351

諸謝金 14,327 0 0 14,327

旅費交通費 21,933 0 400 22,333

消耗品費 27,498 0 0 27,498

修繕費 11,088 0 0 11,088

印刷製本費 7,992 0 0 7,992

光熱水料費 88,360 1,562 1,562 91,484

燃料費 880 0 0 880

会議費 269 0 0 269

通信運搬費 6,816 0 0 6,816

保険料 4,334 36 400 4,770

支払手数料 17,082 400 0 17,482

交際費 50 0 44 94

委託費 110,642 10,606 3,240 124,488

賃借料 30,486 0 438 30,924

支払負担金 6,562 0 40 6,602

減価償却費 12,811 4,360 0 17,171

支払補助金 266,053 0 0 266,053

租税公課 4,557 0 0 4,557

学校給食物資費 4,404,913 0 0 4,404,913

経常費用計 5,363,920 30,675 27,861 5,422,456

当期経常増減額 13,268 5,590 △677 18,181

 ２　経常外増減の部

(1)経常外収益

過年度修正益 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 2,716 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 15,984

△ 2,716 

2,874 △ 677 18,181

法人税・住民税及び事業税 0 857 0 857

当期一般正味財産増減額 15,984 2,017 △ 677 17,324

３　資金調達及び設備投資の見込について

（１）資金調達の見込

資金調達の見込み無し

（２）設備投資の見込

設備投資の見込み無し
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