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定款に定める体育協会の目的及び事業 

 

《目的》 新庄市のスポーツを振興し、市民の体力向上と健康の増進並びにスポーツ精神の高 

揚を図り、明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。 
 

《事業》 １ 市民スポーツの普及及び市民の健康づくりの推進に関する事業 

２ 選手の育成強化、競技力向上に関する事業 

３ スポーツ施設及び市有関連施設の管理運営、整備に関する事業 
 

（１）スポーツ振興事業 

  市民がスポーツに親しむ環境を整備し、スポーツを通して市民の健康づくり、新庄市の活

性化を図る。 

○それぞれのライフステージに適したスポーツの推進、健康づくりを計画的に進める。 

○選手育成・強化、市民スポーツ推進のカギとなる“指導者”を養成し、指導者が指導を継

続できる環境づくりを進める。 

○体力低下、運動離れなど子どもが遊びを通じて体を動かす動機付けとして、幼児期からの

“アクティブ・チャイルド・プログラム”（ＡＣＰ）を推進する。また、小学生児童を対象に、 

 放課後の時間を活用して「はばたき事業」に取り組む。 

○新庄市等が主催するスポーツイベントに協力する。 

  ・ホストタウン推進事業 

  ・トップアスリートスポーツ教室 

  ・１０／２７（日） 新庄市いものこハーフマラソン 

   

（２）施設管理事業 

  スポーツ活動に関する市民ニーズを的確に捉え対応できる公の施設として、新庄市と連携

を密接にして施設の特性を生かし、利用者の安全の確保と満足度の高いサービスを提供でき

るよう管理運営する。 

 ○老朽化施設の危険個所を的確に把握し、修繕その他必要な措置について市に報告・提案を

積極的に実施する。 

 〇施設利用者の声を聴き、協会内で対応可能な事案については速やかに見直し、利用者の満

足度を高められるよう努力を重ねる。 

（３）法人管理事業 

  市民の立場での公益増進の担い手という法人の役割を踏まえ、透明性の確保など公益的法

人として求められる内部統制を確実に果たしていく。また、事業の効率的執行に努め、将来

にわたり安定的に経営を進める。 

平成３１年度事業推進基本方針 
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平成３１年度事業計画 

１．スポーツ振興事業 

〔1-1〕スポーツの普及推進に関する事業 

（１）新庄市総合体育大会 

平成３１年度も新庄市の委託を受け、実行委員会設置のうえ大会実施競技団体とともに主管し、

市民がスポーツを通じて交流する機会をつくるという趣旨を思い起こし、大会実施競技団体とと

もにより多くの市民の参加が得られるよう努める。 

○新庄市総合体育大会費（実行委員会負担金） ９５０千円（前年度同額） 

 

（２）市民スポーツ推進・健康づくり事業 

市民に気軽にスポーツを楽しんでもらい、健康増進と世代間交流を図るため、多くの市民が参

加できるスポーツ推進事業を企画、実施する。 

 ①６回目となる市民エアバレー大会の一層の充実拡大を図る。 

 ②読まれる広報誌、見られるホームページの作成に一層努力し、本市スポーツ関連情報の発信力

向上を目指す。 

 ③市民にウォーキングを呼びかけ、効率的で負担のかからない歩き方等を学ぶ機会を提供し、年

間を通じて歩数を記録する日誌の無料配布、完歩認定証の交付・記念盾の贈呈を行い、継続へ

の励みとする。 

 ④健康体操“あべじゅ～体操”に、機会を捉えてストレッチの講師を迎えて、無理なく継続でき

る工夫を加えながら実施する。 

 ⑤冬季間の運動機会の提供、親子で雪を楽しめる場所を提供し、スキー場施設に幼少期から親し

みを感じてもらえるよう冬の遊び「マジカルスノーランド」を実施する。 

 ⑥協会職員の各種研修への派遣強化を通じて、資格取得又は技術習得の意欲を高め、スポーツ振

興及び施設管理の充実を図る。 

 ⑦市民のニーズを踏まえながら、健康推進関係機関と連携し、市民の健康づくり諸事業を企画、

実施する。 

○エアバレー大会１４０千円 ○健康ウォーキング７５千円 〇健康体操 ４８千円 

〇マジカルスノーランド１００千円 合計３６３千円（対前年度比４５千円増） 

 

（３）こども・はばたき事業 

  ライフステージごとのスポーツとの関わりを体系化したうえで、少年期について、体力低下、

運動２極化など子どもの体をめぐるさまざまな問題をみんなで考え、スポーツ少年団とは別の形

で子ども対象の体を動かす場づくり、からだを動かすことが好きな子どもづくりをめざす。 

 ①平成２８年度から取り組んだ「アクティブ・チャイルド・プログラム」を一層推進する。 

  〇最上地域みんなで子育て応援団と連携し、親子でスポーツに親しむイベントを行う。 
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  〇アクティブ・チャイルド・プログラム指導者の養成を図る。 

 ②小学校の協力を得て、からだを動かすことが苦手な子などを対象にした遊びと運動の場として

平成３０年度本格実施した“はばたきクラブ”を一層充実する。 

○アクティブ・チャイルド・プログラムの推進 １４４千円 

   （指導者研修会開催１２４千円・親子でスポーツ２０千円） 

○こども・はばたきクラブ事業費 ３０７千円 

 ③幼児から体を動かす場所の提供として、体育館又は野球場（芝）の利用の少ない時間帯を活用

し、簡単な遊具を置き、「きっず広場」を設置する。 

  〇きっず広場事業 ５０千円            合計５０１千円（前年度比３３千円増） 

                         

 

（４）総合型地域スポーツクラブ連携 

総合型スポーツクラブ“かむてんスポーツクラブ”の目的は体協の主目的「市民へのスポーツ

の普及」と一致しており、情報共有等連携して市民へのスポーツの普及を図る。 

また、スポーツを通した健康づくり、地域の活性化という共通の目的を持つ市内諸団体と 

連携を図っていく。 

■クラブ会員数の推移 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

３４１ ４３９ ４４５ ４７８ ４３６ ４０６ ３７４ ３２２ ２９８ ２８４ 

 

（５）広報事業 

①体育表彰受賞者、国体出場選手、市総体優勝者など各種競技大会において優秀な成績を収めた

選手やスポーツの普及振興功労者を、広報により広く市民に周知し、市民が応援する気持ちと

選手のインセンティブを高める。 

②ホームページを適切に管理し、各種スポーツ行事の参加者募集、大会結果などの情報を随時掲

載するとともに、ｅ－ＮＥＴなどによる施設利用者へのサービス、申請様式のダウンロードな

ど加盟団体へのサービスを向上する。 

③本市スポーツ情報の集約機能を高めるため、加盟競技団体のホームページとリンクを張り、新

規会員の発掘、加盟団体イベント情報の発信等により競技の普及活動に一層努力する。 

○広報紙の発行 ５１９千円 

○ホームページの保守管理 １０４千円 

○スポーツ情報掲示板の設置  ５千円      合計６２８千円（前年度同額） 

 

 

〔1-2〕育成強化、競技力向上に関する事業 

（１）育成強化事業 

①強化事業は、競技団体の 5 か年計画による育成・強化・普及対策事業を対象とし、平成３０年

度は９団体が実施し、７競技団体（２９年度比１団体増）にそれぞれ１５０千円、新庄市小学校
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体育連盟に１５０千円、新庄市中学校体育連盟に１４０千円を交付し、合計１，３４０千円を交

付した。 

平成３１年度においても、育成・普及・強化対策に取り組む団体にそれぞれ１５０千円の育成

強化事業費を交付する。 

事業推進にあたっては、計画に従い、より効果があがるよう競技団体とともに検討を進め、さ

らに計画的に取り組む団体が増えるよう働きかける。 

○育成強化事業費 １，５１５千円（交付金１，５００千円） 

②スポーツ全般に共通する選手の基礎としてパワフルで効率的な移動テクニックの向上とけがの

リスク低減のため、指導者及び選手を対象に「基礎的運動機能強化事業」を実施し、また、指

導者資格取得のための助成事業を実施します。 

   ○基礎的運動機能強化セミナー １７７千円 

   ○指導者資格取得経費助成    ３０千円 

 ③野球技術、意欲向上を図ることを目的に、小中高校生を主な対象に、現役プロ野球選手又は高

校野球指導者を講師として野球教室を開催する。 

   〇野球教室実施事業（新規） ３１１千円  合計２，０３３千円（前年度比▲１９千円増） 

 

（２）スポーツ少年団育成事業 

  スポーツ少年団は、少子化の影響により団員数が減少しているが、各団の健全な活動継続を支 

 援するとともに、活動の適正化などの課題の改善に取り組む。 
 

■スポーツ少年団団員数の推移（中学生含む） 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

８２０ ７９９ ７５１ ７２４ ７６４ ７５３ ６４１ ６１１ ５５１ 
 

■小学生の加入率の推移（小学生団員数／小学生全学年） 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

29.5% 28.9% 28.1% 28.0% 23.6% 24.3% 25.2% 25.2% 23.8％ 
 

 ①４月２９日、スポーツ少年団結団式及びスポーツＧＯＭＩ拾いを実施する。 

 ②各団に交付する活動助成金１団２，０００円を交付する。 

 ③最上地区を代表して山形県少年少女スポーツ交流大会に出場する団に、監督・コーチを含め、 

  参加費（全額）を助成する。 

 ④スポーツ少年団本部の企画運営のため運営委員会を設置する。 

 ⑤スポ少活動適正化について、指導者、保護者、学校との話し合いを継続して実施する。 
 

  ○スポーツ少年団費 １，０７８千円（前年度同額） 

   ・山形県本部登録料  ６６０千円 

   ・山形県少年少女スポーツ交流大会参加助成金 １００千円 

   ・団育成助成金     ８０千円 

   ・その他負担金等   ２３８千円 

  

■主な日程 

 ４／２９   平成３１年度新庄市スポーツ少年団結団式・スポＧＯＭＩ大会ｉｎ新庄 

５月上旬   最上地区スポーツ少年団指導者・育成母集団研修会（山屋セミナーハウス） 
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 ４～６月   平成３１年度スポーツ少年団登録 

 ６～８月   最上地区スポーツ少年団交流大会（８競技・開催日程は５／３０に決定） 

 ７月中旬   団育成助成金交付 

 ８／９～11  山形県スポーツ少年大会・ジュニア・リーダー・スクール（山形市少年自然の家） 

 １０／６   山形県少年少女スポーツ交流大会 

 １０／19～20 認定員養成講習会：スポーツリーダー養成講習会(舟形町) 

 １１／９   山形県スポーツ少年団指導者・育成母集団研修会（鶴岡市） 

 

（３）体育表彰事業 

  表彰規程に基づき、新庄市のスポーツ普及振興に功績のあった方、選手育成に顕著な実績をあ 

 げた方、各種競技会において優秀な成績を収めた選手を表彰する。 

  ○表彰費 ２８２千円（前年度同額） 

 

（４）最上地区共同強化事業 

  山形県体育協会助成金を活用して、最上地区市町村の体育協会が共同して選手強化を図る。 

  ○地区共同強化事業費 １０３千円（前年度同額） 

   ・山形県体育協会負担金 ８３千円 

   ・最上地区体育協会連絡協議会負担金 ２０千円 

 

 

〔1-3〕サイクルスポーツセンター管理事業 

（１）維持管理事業 

   東日本大震災により走路の一部が崩落し、平成２５年７月末以来休止していたが、平成３０

年度開催した理事会及び評議員会において、施設は平成３１年３月３１日をもって廃止するこ

とが決定された。施設は有姿除却、資産としては減損損失として処理することから、建物及び

構築物は引き続き存在している状況にあり、今後においても、安全管理、環境保全の管理を継

続する。管理棟に接続されている階段棟は、建物の傾斜が認められ危険であることから新庄市

の補助を受け階段棟撤去工事を実施する。 

○サイクルスポーツセンター管理費 ６６９千円（前年度比 ６１９千円増） 

 

 

２．施設管理事業 

（１）新庄市スポーツ施設指定管理事業 

 平成２８年度に平成３２年度までの５ヵ年の期間において、新庄市スポーツ施設の指定管理者と

して指定された。管理施設は次の１０施設である。 
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 新庄市体育館  新庄市陸上競技場 新庄市民球場 新庄市武道館 新庄市テニスコート 

 新庄市民プール 新庄市民スキー場 福田運動広場 福田テニスコート 横根山運動広場 
 

これら施設は、市の設置条例において市民の体育の普及振興を図り、心身の健全な発達に寄与す

ることを目的とすることが明定されており、この設置目的を達成するため、市の関係規程をもとに、

利用者のニーズに的確に対応しながら適切に管理運営する。 

施設利用等の運営にあたっては、体育協会が管理する利点を生かし、競技団体からの施設整備に 

関する要望を含め、利用者の意見・要望を管理運営に反映させるよう努める。 

施設は、設置後相当年数を経過したものが多く、老朽化が進んでいる現状である。利用者が快適

に使用できるよう利用者の声を聴くとともに安全確保のための十分な監視を行い、市と綿密に協議

して、改善、修繕に努めていく。中でも、平成３０年８月豪雨被害により市民スキー場のコースの

一部が崩落したために、緊急の応急措置を施し、平成３０年度はコースの一部を閉鎖してオープン

した。幸いにもさしたる事故なくシーズンを終了することができたが、今年度はコースを注意深く

監視するとともに、新庄市と完全復旧に向けて検討を重ねていく。また、天然芝化して 3 年度目と

なる陸上競技場フィールドの管理に格別の注意を払う必要がある。 

○新庄市体育施設指定管理事業費  １０７，２６６千円（前年度比 ３，２１０千円増） 

（２）最上中央公園指定管理事業 

山形県立公園「最上中央公園（すぽーてぃあ含む）」は、山形県の指定管理者から指定を受け、平

成２７年度から２９年度までの指定期間を満了し、平成３０年度から平成３３年度までの４年間の

２年度目の指定期間である。 

最上中央公園は、県民の憩いの場とすることを目的に、最上圏域の都市公園施設として整備され

た公園であり、適切かつ効率的に管理するとともに、花・緑推進活動、スポーツ活動を主に自主事

業を展開し、圏域住民から親しまれる公園づくりを進めるとともに、公園を活用した事業を積極的

に実施し、新庄雪まつりに協力していきます。 

  《自主事業》 

   ①花・緑ふれあい事業…ハンギングバスケット教室・タペストリーづくり教室 

   ②スポーツＧＯＭＩ拾いｉｎ新庄 

   ③かむてんサッカーフェスティバル 

   ④スケートボード大会 

   ⑤ちびっこタグラグビー講習会 

  （新庄市主催）雪国ワンダーランド 

  （新庄青年会議所主催）新庄雪まつり 

○最上中央公園指定管理事業費  ２５，８８９千円（前年度比 １，５０８千円増） 

（３）新庄市都市公園管理事業 

新庄市から委託を受けた都市公園施設３０カ所の管理業務を適切に管理する。 

 最上公園 東山公園 歴史センター脇広場 八幡公園 福田緑地 中央公園 金沢公園 

 末広公園 足達前公園 常葉町公園 谷地田公園 下田公園 中道公園 千門町公園 

 沼田公園 中の川公園 金沢東公園 小檜室１号公園 小檜室２号公園 玉の木緑地 

 横町緑地 上金沢緑地 往還東緑地 横根山工業団地緑地 新町緑地 駅前ふれあい広場 

 駅東口交通広場 泉田川河川公園 西山河川広場 新田川河川公園 

○都市公園管理事業費  １４，７９６千円（前年度比１，３１６千円増） 
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（４）新庄市公有財産管理その他市からの受託施設管理事業 

新庄市から委託を受けた新庄中核工業団地未分譲地・仁間処理場跡地・ポリテクセンター跡地・

萩野児童館跡の維持管理、新庄中学校及び萩野学園テニスコート管理を適切に実施する。 

○公有財産管理事業費  ２，４５０千円（前年度比 ▲１３千円） 

 

 

３．法人管理事業 

（１）内部統制の確立 

  「民の立場での公益増進の担い手」という課せられた役割を踏まえ、透明性の確保など公益的

法人として求められる内部統制を確実に果たしていく。 

  また、事業の効率的執行に努め、将来にわたり安定的に経営を進める。 

（２）法人の健全・安定運営 

 ①安定した法人経営を可能とする経費は、組織の努力により生み出さなければならず、自主財源

の確保に努める。 

  ・受託収益事業 

収益の一層の拡充を図るため、無駄のない効率的な事業実施と受託価格の見直しを引き続

き努力する。 

・自動販売機設置料 

    利用者のニーズを捉えた商品選択を行いながら、全施設一括・複数年などの考えで、入札

により設置業者を選定する。 

  ・新庄市スポーツ応援賛助会員制度の実施 

    市民スポーツの推進、運動が好きな子どもづくり、頑張る新庄の選手の応援などの制度趣 

    旨に賛同する企業・個人を募り、幅広いスポーツ支援の輪をつくり出す。 

 ②基金の計画的積立て・積極的活用 

   平成２９年度に育成強化基金と市民スポーツ推進基金を統合したスポーツ振興基金と法人運

営基金について、事業の充実とともに将来にわたり安定的に組織を運営できるよう、可能な限

り積み立て、目的に即して積極的に活用する。 

   《各基金の現在高》Ｈ３１.２.２８現在 

スポーツ振興基金 ６，８４７，８２３円 

法人運営基金   ５，８０２，５７７円 

合  計     １２，６５０，４００円 

 ③職員が意欲と安心感を持って働ける環境づくりのため、財源を十分に考慮し待遇改善と働き方

に取り組む。 

法人管理費 ６，５３５千円（前年度比 ６００千円増） 
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平成３１年度予算の概要 

 

《収入の部》                                 （千円） 

項目 予算額 Ｈ３０比 説明 

１ 基本財産運用益 ２ ０ 預金利子 

２ 特定資産運用益 １ １ 預金利子 

３ 負担金 ９７２ ０  

 
(1) 加盟競技団体負担金 ２７０ ０ ハンドボール協会脱退 

(2) スポーツ少年団登録料 ７０２ ０ 団員数減少 

４ 賛助会員受取会費 ２００ １００  

５ 新庄市補助金 １１，６０３ ６４１ 新庄市から 

６ 新庄市総合体育大会実施委託料 ９００ ５２ 新庄市から 

７ 指定管理委託料 １１３，２９１ ３，９７０  

 
(1) 新庄市スポーツ施設 ９１，０２６ ２，４３７ 新庄市 

(2) 最上中央公園 ２２，２６５ １，５３３ 山形県 

８ 利用料金 １６，３３５ ▲   ３  

 
(1) 新庄市スポーツ施設 １３，２３０ ▲    ３  

(2) 最上中央公園 ３，１０５ ０  

９ 新庄市都市公園管理業務委託料 １７，７１５ ７４５  

10 新庄市公有財産管理業務委託料 ３，０９７ ３  

11 自動販売機設置料 ２，６００ ２００  

 
(1) 新庄市スポーツ施設 ２，３５０ １５０  

(2) 最上中央公園 ２５０ ５０  

12 自主事業収入 ２２０ １００ 自主事業参加費他 

13 雑収益 ３３６ ６２  

計 １６７，２７２ ５，８７１  

 

《支出の部》                                  （千円） 

項目 予算額 Ｈ３０比 説明 

１ スポーツ振興費 １２，２７３ ▲１，２５３  

３ 

(1) スポーツ普及推進事業費 ２，４４２ ７４  

(2) 育成強化事業費 ３，４９６ ▲   １９  

(3) サイクルスポーツセンター費 ６６９ ６１９  

(4) スポーツ振興総務関係費 ５，６３３ ４７  

(5) 減価償却費 ３３ ▲１，９７４  

２ 新庄市スポーツ施設管理事業費 １０７，２６６ ３，２１０  

 
(1) 施設管理事業費 １０６，８２２ ３，２８０ １０施設 

(2) 減価償却費 ４４４ ▲７０  

３ 新庄市都市公園管理事業費 １４，７９６ １，３１６ ３０施設 

 
(1)管理事業費 １３，４１５ ▲６５  

(2)減価償却費 １，３８１ １，３８１ ２ｔダンプ車新規計上 

４ 新庄市公有財産管理事業費 ２，４５０ ▲１９３ ６施設 

 
(1)管理事業費 ２，３７１ ▲１７３  

(2)減価償却費 ７９ ▲２０  

５ 最上中央公園管理事業費 ２５，８８９ １，５０８  

６ 法人管理費 ６，５３５ ６００  

計 １６９，２０９ ５，１８８  

収支差引額 ▲１，９３７千円 
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予 算 説 明 

《全体》 

○平成３１年度当初予算は、収入総額は１６７，２７２千円、支出総額は１６９，２０９千円とな

り、平成３０年度当初予算と比較し、収入では５，８７１千円、支出では５，１８８千円の増と

なった。昨年に続き、収入支出とも増嵩している。 

○収入総額から支出総額を差し引いた収支差引額は▲１，９３７千円はとなったが、これはすべて

減価償却費である。 

〔スポーツ振興費〕乗用草刈機 ３３千円 

〔指定管理事業費〕除雪機減価償却費 ４４４千円 

〔都市公園管理事業費〕車両（２ｔダンプ車）・乗用草刈機 １，３８１千円 

〔公有財産管理事業費〕乗用草刈機・取付芝刈機減価償却費 ７９千円 

○事業別に見ると、スポーツ振興事業、法人管理事業のマイナスを新庄市施設管理事業の収益によ

り補てんする予算となっている。 

 

《収入》 

○受取会費は、前年度実績額を算定し、１００千円の増とした。 

〇利用料金収入は、市指定管理積算額（５年間平均額）をもとに計上し、３千円の微減となった。 

〇負担金・スポーツ少年団登録料は、前年度同額計上となった。 

〇市補助金は、サイクルスポーツセンター階段棟の除却費用６５９千円の全額が承認されたことか

ら６４１千円の増となった。 

○指定管理事業収益は３，９７０千円の増額で、その内訳は新庄市指定管理料が２，４３７千円、

山形県指定管理料は１，５３３千円の増となった。 

 増減理由は次のとおりである。 

  ・新庄市指定管理料 人件費３８８千円の増額、燃料費等の需用費９５８千円増、委託単価の

引上げ等に伴う委託料５５４千円増、臨時賃金２２８千円 

  ・山形県指定管理委託料 最上中央公園遊具すべり止めマット修繕費用１，５３３千円増 

○利用料金収入は▲３千円となり１６，３３５千円を計上した。 

  ・新庄市施設利用料金１３，２３０千円（▲３千円） 

 

 

 

 

 

 

  ・山形県施設利用料金３，１０５千円（前年度同額計上） 

○自動販売機設置料収入は、平成３０年度実績及び確実に見込める額として２００千円の増。 

○自主事業収入は、体育協会主催の各種研修会、最上中央公園自主事業の参加費収入を前年度実績

額を参考として計上した結果１００千円の増となった。 

○雑収益は、甲子園県予選大会での軽食・飲料水販売（野球場）、浮き輪貸出し・ゴーグル販売（プ

体育館 ３，２３０ 屋外施設 

（陸上競技場・東山テニ

スコート・福田運動広

場・横根山運動広場） 

２，５１０ 
野球場 ２，１６４ 

武道館 １，０８７ 

プール ５４５ 

スキー場 ３，６９４ 計 １３，２３０ 
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ール）、そり貸出し（スキー場）などの収益活動による。施設利用者のニーズがあり、かつ収益に

つながることを積極的に実施していく。 

 

 

《支出》 

○スポーツ振興事業費の総額は１２，２７３千円で前年度比▲１，２５３千円となったが、その要

因は、平成３０年度末で廃止となったサイクルスポーツセンター施設の減損処理により、減価償

却費が▲１，９７４千円となった一方で、同センターの階段棟の除却の業務委託費用６５９千円

を新たに見込んだこと等によるもので、収支増減では７２１千円の増となった。 

その他、事業の増減は以下のとおりである。 

 ・スポーツ普及推進事業費は２，４４２千円で前年度比７４千円増となった。増減の主な理由は

マジカルスノーランド費９６千円皆増、こどもはばたき事業費▲３５千円等となっている。 

 ・育成強化事業費は、３，４９６千円で▲１９千円の微減。競技団体選手育成強化事業費交付金

の交付団体の１減として▲１５０千円、基礎的運動機能強化事業の実施回数を見直し▲１８０千

円とし、今年度あらたに実施する野球教室事業費に３１１千円を計上した。 

○指定管理施設に係る管理事業費は、総額１３３，１５５千円となり対前年度比４，７１８千円の

増額計上となった。その内訳は、新庄市スポーツ施設管理事業費は１０７，２６６千円、新庄市

施設指定管理料の増額に見合った業務費として需用費、委託費、及び人件費の増等を見込んだ結

果３，２１０千円となった。また、山形県指定管理施設事業費では２５，８８９千円を計上し、

１，５０８千円の増額となった。 

〇受託事業費では、１７，２４６千円の事業費を見込み、同事業の収益額との差額４，４６６千円

は、不足するスポーツ振興事業費等の不足額に充当する。 

〇その他、平成３０年度実績見込み等をもとに算定した。 

 

 


