
実施日 会場等

1 研究・協議会その他調査研究事業

⑴ 第81回全国スポーツ施設研究協議大会【中止】 令和3年6月17日(木)～18日(金)
福井県福井市フェニックス・プラ
ザ

⑵ 生涯スポーツ・体力つくり全国会議2022
視聴期間
令和4年2月14日(月)～28日(月)

沖縄県那覇市

⑶
令和3年度全国公認スポーツプログラマー研究
大会兼全国スポーツ施設管理者研修会【中止】

令和3年12月17日(金)
国立オリンピック記念青少年
総合センター(東京都渋谷区)

⑷ 全国ブロック研究協議会の共催 年間 【東北、北信越、東海、四国】

⑸ 都道府県研究協議会の共催 年間
【秋田、栃木、千葉、東京、新
潟、愛知、徳島、宮崎】

⑹ スポーツ施設視察 年間 栃木県日環アリーナ他

⑺ 指定管理者制度及び施設に係る調査研究 年間

⑻ 特別会員部会 年間 11部会

2 各種養成講習会及び資格認定試験事業

⑴
第16回公認スポーツ施設運営士養成講習会・
資格認定試験

①講義視聴期間：令和3年7月2日(金)
～15日(木)
②資格認定試験：令和3年7月23日
(金)

①オンライン講習会
②国立オリンピック記念青少年
総合センター(東京都渋谷区)

⑵ 令和3年度木製床管理者養成講習会【中止】 令和3年8月6日(金)
国立オリンピック記念青少年総
合センター(東京都渋谷区)

⑶
令和3年度公認スポーツプログラマー養成講習
会・検定試験【中止】

令和3年9月13日(月)～17日(金)
検定試験：令和3年9月18日(土)

国立オリンピック記念青少年総
合センター(東京都渋谷区)

⑷
第68回公認スポーツ施設管理士養成講習会・
資格認定試験

①講義視聴期間：令和3年10月8日
(金)～21日(木)
②資格認定試験：令和3年10月27日
(水)～28日(木)

①オンライン講習会
②国立オリンピック記念青少年
総合センター(東京都渋谷区)

⑸
第56回公認水泳指導管理士養成講習会・資格
認定試験

令和3年11月16日(火)～18日(木)
資格認定試験：令和3年11月19日(金)

東京辰巳国際水泳場(東京都江
東区)

⑹
第54回公認トレーニング指導士養成講習会・資
格認定試験【中止】

令和4年1月31日(月)～2月3日(木)
資格認定試験：令和4年2月4日(金)

国立スポーツ科学センター(東京
都北区)

⑺
令和3年度スポーツ施設管理者のための障が
い者対応講習会【中止】

令和4年3月3日(木)
障害者スポーツ文化センター横
浜ラポール(神奈川県横浜市)

⑻ 他団体との共催講習会 年間 (一財)札幌市スポーツ協会　他

⑼ 大学等認定校での養成講座 年間 北海道科学大学　他

⑽
スポーツ救急手当講習会
（スポーツ救急員養成講習会）

令和3年4月～7月末
令和3年8月～令和4年3月末

令和3年7月末、委託業者との契
約満了に伴い、8月以降本協会
の内製化により実施

3 表彰及び優良施設の認定事業

⑴ 第3・4回スポーツファシリティーズ大賞
授与式【大賞：令和3年6月29日
(火)】
【会長賞：令和3年7月13日(火)】

授与式【大賞：スポーツ庁】
【会長賞：本協会事務所】

⑵ スポーツ施設功労者表彰 令和3年6月17日(木)表彰式【中止】

⑶ スポーツ施設の安全安心優良施設認定

4 出版・普及啓発事業

⑴ 月刊体育施設発行 毎月発行

⑵ 会員施設一覧発行 令和3年8月

⑶ 特別会員部会情報発刊 年間 屋外施設部会・施設用器具部会

⑷ 一輪車普及助成 令和3年6月

収益事業1　スポーツ施設保険事業

スポーツファシリティーズ保険 年間

収益事業2　各種スポーツ施設の調査等受託事業

⑴ 公共体育施設の調査等 年間

⑵ 指定管理者外部評価 年間

781件

4団体6施設

―

令和3年度　事業報告

1,800部/月

1,960部

2冊発刊

15都道県　250台

【第3回】大賞1団体・会長賞1
団体【第4回】大賞1団体・会
長賞2団体

【表彰状】74名・社
【感謝状】13名・社

―

―

―

（内訳参照）

（内訳参照）

【スポーツ救急手当:737名】
【スポーツ救急員：652名】

オンライン講習会受講：69名
受験：65名
認定：61名

―

―

オンライン講習会受講：216名
受験：207名
認定：201名

受講：45名
受験：48名
認定：39名

８都県で開催

2施設

―

10部会

―

オンライン開催【692名】

―

４ブロックで開催

事業名

公益事業

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

Ⅰ　目的
わが国における体育・スポーツ施設の充実及びその効果的運営の促進を図り、もって国民の心身の健全な発達及び豊かな人間性の涵養に寄与することを目的
とする。

Ⅱ　内容 上記の目的を達成するために次の事業を行った。

実績数



実施日 会場等 実績数

2 各種養成講習会及び資格認定試験事業

⑻他団体との共催講習会(7団体)

①
(一財)札幌市スポーツ協会
公認スポーツ施設運営士養成講習会・資格認定試験
【中止】

令和3年11月10日(水)～11日(木)
資格認定試験：令和3年11月12日(金)

― ―

②
(公財)世田谷区スポーツ振興財団
公認スポーツ施設運営士養成講習会・資格認定試験
【中止】

令和3年度未実施 ― ―

③
(公財)新潟県スポーツ協会
公認スポーツ施設運営士養成講習会・資格認定試験

令和3年9月15日(水)～16日(木)
資格認定試験：令和4年9月17日(金)

新潟県健康づくり・スポー
ツ医科学センター(新潟県
新潟市)

受講：25名
受験：24名
認定：24名

④
(公財)滋賀県スポーツ協会
公認スポーツ施設運営士養成講習会・資格認定試験

令和4年1月12日(水)～13日(木)
資格認定試験：令和4年1月13日(木)

滋賀県立武道館(滋賀県
大津市)

受講：18名
受験：18名
認定：17名

⑤
(特非)三重県生涯スポーツ協会
公認スポーツ施設運営士養成講習会・資格認定試験

令和3年12月26日(日)～27日(月)
資格認定試験：令和4年12月27日(月)

NTN総合運動公園(三重県
桑名市)

受講：13名
受験：13名
認定：13名

⑥
(一財)大阪スポーツみどり財団
公認スポーツ施設管理士養成講習会・資格認定試験
【中止】

令和4年1月24日(月)～26日(水)
資格認定試験：令和4年12月27日(木)

― ―

(公財)北九州市スポーツ協会
公認スポーツ施設管理士養成講習会・資格認定試験

令和3年7月13日(火)～15日(木)
資格認定試験：令和4年7月16日(金)

北九州市立総合体育館
(福岡県北九州市)

受講：9名
受験：9名
認定：9名

(公財)北九州市スポーツ協会
公認スポーツ施設運営士養成講習会・資格認定試験

令和3年12月7日(火)～8日(水)
資格認定試験：令和3年12月9日(木)

同上
受講：22名
受験：22名
認定：22名

⑼大学等認定校での養成講座(13大学)

①
北海道科学大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年9月13日(月)～14日(火)
資格認定試験：令和4年2月14日(月)

北海道科学大学(北海道
札幌市)

受講：6名
受験：6名
認定：6名

②
仙台大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年4月8日(木)～令和4年1月27日(木)
資格認定試験：令和4年2月8日(木)

仙台大学(宮城県柴田郡)
受講：16名
受験：1名
認定：1名

③
尚美学園大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年9月27日(月)～令和4年1月31日(月)
資格認定試験：令和4年3月4日(金)

尚美学園大学(埼玉県川
越市)

受講：15名
受験：15名
認定：15名

④
順天堂大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年4月15日(木)～7月15日(木)
資格認定試験：令和3年7月15日(木)

順天堂大学(千葉県印西
市)

受講：7名
受験：7名
認定：7名

⑤
帝京平成大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年4月8日(木)～7月30日(金)
資格認定試験：令和3年9月6日(月)

帝京平成大学(千葉県市
原市)

受講：75名
受験：74名
認定：71名

⑥

亜細亜大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験
【中止】

令和3年度未実施 ― ―

日本体育大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年4月5日(月)～令和4年1月28日(金)
資格認定試験：令和4年1月29日(土)

日本体育大学(神奈川県
横浜市)

受講：20名
受験：16名
認定：15名

日本体育大学
公認スポーツ施設運営士養成講座・資格認定試験

令和3年9月23日(木)～令和4年1月28日(金)
資格認定試験：令和4年1月29日(土)

同上
受講：25名
受験：20名
認定：9名

⑧

新潟医療福祉大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験
【中止】

令和3年度未実施 ― ―

⑨
武庫川女子大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年4月8日(木)～7月28日(水)
資格認定試験：令和3年7月27日(火)

武庫川女子大学(兵庫県
西宮市)

受講：9名
受験：9名
認定：8名

⑩
びわこ学院大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年9月13日(月)～16日(木)
資格認定試験：令和3年9月16日(木)

びわこ学院大学(滋賀県東
近江市)

受講：17名
受験：17名
認定：16名

⑪
広島経済大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年4月15日(木)～7月22日(木)
資格認定試験：令和3年7月29日(木)

広島経済大学(広島県広
島市)

受講：6名
受験：6名
認定：6名

⑫
福山平成大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年12月21日(火)～24日(金)
資格認定試験：令和3年12月24日(金)

福山平成大学(広島県福
山市)

受講：8名
受験：8名
認定：8名

⑬
九州共立大学
公認スポーツ施設管理士養成講座・資格認定試験

令和3年4月12日(月)～7月26日(月)
資格認定試験：令和3年7月26日(月)

九州共立大学(福岡県北
九州市)

受講：7名
受験：7名
認定：6名

令和3年度　事業報告【2各種養成講習会及び資格認定試験事業⑻⑼】の内訳

事　　業　　名

 公益事業

⑦

⑦

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）


