
平成２６年度 事業の実施計画と実施状況 
事 業 計 画  実 施 状 況  

（１）競技力向上事業（公１） 372,164千円（340,611 千円） 

①鳥取県競技力向上対策事業に基づき、本県の競技力の向上を図る。 

    

ア）ジュニア育成のための競技者育成プログラム活用・実践事業 

12,706千円（10,521千円） 

一貫した理念や内容で組織的・計画的に継続して強化を図るために、平成

２３年度に各競技団体で作成した競技者育成プログラム（強化計画）に基づ

き、ジュニア指導者講習会及びカテゴリ別合同練習会を開催することにより、

指導者資質の向上を図るとともに、一貫指導体制の定着とトップアスリート

の発掘・育成・強化へとつなげる。 

 

イ）ジュニアクラブチーム等の育成・支援事業 4,000千円（4,000 千円） 

特定のジュニアクラブを指定し、クラブチームの育成・活性化・大会参加

等について積極的な支援を行うことにより、本県の競技水準の維持向上の基

盤を確立するとともに、優秀なジュニア選手の発掘及びジュニア層の強化支

援を行う。 

 

  ウ）中学生選抜選手強化事業 6,774千円（6,268千円） 

   競技団体と中体連専門部が主体となり、県内の中学生から強化選手を選抜

して事業を実施することにより、中長期的な選手育成と強化を図る。 

 

 

  エ）高等学校運動部指定強化（合宿等支援）（特別指導者確保）事業 

11,247千円（10,886千円） 

   ・各高等学校における運動部活動の振興、それに伴う学校の活性化を目的

にして各競技の運動部を指定し、強化合宿等支援を行う。 

   ・指定校への指導者配置への支援を行うことにより、競技力の向上を図る。 

 

  オ）少年国体等選手指定強化事業 35,039 千円（38,197 千円） 

各競技団体が指定する国体等強化指定選手に対して県内外の強化合宿等に

要する経費を補助し、強化事業を展開することによって、国体をはじめとす

る各種全国大会等での成績向上を図る。 

（１） 競技力向上事業（公１） 361,183,125円 

 

 

 

３５競技 11,623,461 円 

（陸上、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、

体操、バスケットボール、レスリング、セーリング、ハンドボール、自転車、ソフト

テニス、卓球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓

道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、山岳、カヌー、アーチェリー、空

手道、なぎなた、ボウリング、ゴルフ、スキー、スケート） 

 

１６競技１８クラブ 3,838,476 円 

（水泳２、ボート、ホッケー、ボクシング、体操、レスリング、ハンドボール、自転

車、相撲、フェンシング、ラグビーフットボール、山岳、カヌー２、空手道、ボウリ

ング、スケート） 

 

 

１６競技 6,735,780円 

（陸上、水泳、サッカー、ホッケー、体操（体操、新体操）ハンドボール、ソフトテ

ニス、相撲、ソフトボール、バドミントン、弓道、剣道、スキー、スケート、ゴルフ、

テニス） 

 

 

10,961,528円 

合宿等支援事業 ３０競技２６校７３部 4,471,995円 

 

特別指導者確保事業 ２校２競技２名 6,489,533円 

 

２４競技 36,442,458 円（1,404 千円 カ）・サ）より流用） 

（陸上、水泳、テニス、ボート、体操、バスケットボール、レスリング、ハンドボー

ル、自転車、相撲、馬術、フェンシング、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、

山岳、アーチェリー、空手道、銃剣道、ボウリング、ゴルフ、スキー、スケート） 



  

カ）指導者の育成事業 4,846 千円（5,625千円） 

   全国トップレベルの指導者の元に派遣、又は国内外の優秀コーチを招へい

訪問等行い、県内の指導者の指導力向上を図る。 

  

  キ）大学部指定強化事業 600千円（600千円） 

   協定により大学運動部を指定し、強化事業を実施する。 

 

 

 

 

  ク）成年国体等選手指定強化事業 22,840 千円（23,554 千円） 

各競技団体が指定する国体等強化指定選手に対して県内外の強化合宿等に

要する経費を補助し、集中的な強化事業を展開することによって、国体をは

じめとする各種全国大会等での成績向上を図る。 

 

 

  ケ）国体成年団体競技強化事業 4,833 千円（9,617 千円） 

   県内において高い競技力を持った社会人クラブチームを指定し、対外試合

を中心とした県外遠征に対して補助を行う。 

 

 

  コ）特別指定競技国体強化事業 22,219千円（26,362千円） 

   競技を指定して、県内外の強化合宿等に要する経費を補助し、集中的な強

化事業を展開することにより、国体での成績向上を図る。 

 

  サ）安全管理対策事業 1,799 千円（1,813 千円） 

   国体候補選手のスポーツ安全保険への加入を補助することにより、強化事

業に専念できる体制を整える。 

 

 

 

 

  シ）強化練習用消耗品等対策事業 16,134 千円（16,349 千円） 

   国民体育大会に参加する上で、消耗品・使用料・作曲料・運搬料等におい

 

１６競技 3,611,189円 

（陸上、水泳、サッカー、ボート、ホッケー、レスリング、セーリング、自転車、ソ

フトテニス、相撲、馬術、バドミントン、山岳、カヌー、空手道、スキー） 

 

４校６競技 599,792円 

鳥取大学（弓道、漕艇、ソフトテニス） 

鳥取環境大学（陸上） 

鳥取短期大学（ソフトボール） 

米子工業高等専門学校（ヨット） 

 

２４競技 21,871,658 円 

（陸上、水泳、テニス、ボート、レスリング、ハンドボール、自転車、相撲、馬術、

フェンシング、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、山岳、アーチェリー、空

手道、銃剣道、クレー射撃、ゴルフ、トライアスロン、スキー、スケート、アイスホ

ッケー） 

 

〇指定クラブ支援事業 １競技１クラブ 832,660円 

アイスホッケー（米子アイスホッケークラブ） 

〇クラブチーム設立・支援事業 １競技１クラブ 4,000,000円 

バドミントン（チアフル鳥取） 

 

８競技 22,631,415円（413 千円 ア）より流用） 

（サッカー、ホッケー、セーリング、ウエイトリフティング、ソフトテニス、軟式野

球、ソフトボール、カヌー） 

 

３４競技 1,601,632円 

（陸上、水泳、サッカー、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、バ

スケットボール、レスリング、セーリング、ハンドボール、自転車、ソフトテニス、

卓球、軟式野球、馬術、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、

剣道、ラグビーフットボール、カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、クレー射撃、

なぎなた、ボウリング、ゴルフ、スケート、アイスホッケー） 

 

９競技 16,920,500円（787 千円 ク）より流用） 

（水泳、ボート、体操、セーリング、馬術、山岳、カヌー、スキー、スケート） 



て、その特殊性を考慮し補助を行う。 

  ス）国体等強化備品整備 80,500千円（37,615千円） 

    国体等強化備品整備及び廃棄委託料 

 

 

  セ）（新）優秀選手確保事業 3,098千円（0千円） 

   成年期の競技力向上のために、県外の優秀選手を雇用する県内企業等に補

助をする。 

 

  ソ）医・科学サポート事業 4,298千円（4,309千円） 

医事・栄養・ドーピングを含むトレーナー育成関係の講習会の開催や、栄

養知識及び普及に関する講習会の開催のほか、筋力トレーニング等の充実を

図る。 

 

 

 

 

 

 

  タ）（拡充）目指せトップアスリート！！わかとりっこ育成事業  

686千円（883千円） 

   スポーツに触れる機会を提供することで、興味を持つ子どもを一人でも多

く発掘し、その後のジュニア育成・強化により、選手育成を図る。 

 

  チ）わかとり国体開催記念スポーツ振興事業 5,629 千円（5,996千円） 

    ・国際大会等派遣事業 

      選手・指導者が国際大会等に出場するために必要な経費を助成する 

    ・情報収集活動事業 

      国体で入賞が期待される競技の指導者等を各種大会等へ派遣し、全

国の競技力等の調査・分析を行うための経費を助成する。 

    ・県外優秀チーム等招待事業 

県外の優秀チームや指導者を招待し、県内の選抜チーム等と技術交

流や練習試合を行うことによって、本県の競技力向上を図るための経

費を助成する。 

・強化用消耗品等条件整備事業 

 

９競技 82,113,558円（1,613,558円 セ）より流用） 

（水泳、ボート、体操、セーリング、自転車、フェンシング、ソフトボール、カヌー、

スケート） 

 

成果なし 

 

 

 

１４競技 3,657,008円 

（陸上、水泳、サッカー、ボート、ホッケー、レスリング、セーリング、自転車、相

撲、バドミントン、山岳、カヌー、空手道、スキー、） 

〇トレーナー養成講習会 

第１回 平成２６年４月６日（日）倉吉体育文化会館  ２０名参加 

第２回 平成２６年１１月１日（土）倉吉体育文化会館 １９名参加 

第３回 平成２７年１月１０日（土）倉吉体育文化会館 １５名参加 

〇チームドクター派遣（４９回） 

〇高等教育機関と連携した調査研究事業 

 

６競技 751,724円（65,724 円 セ）より流用） 

（カヌー、ボート、山岳、ライフル射撃、ホッケー、フェンシング、） 

 

 

 

5,628,322円 

３競技３事業 466,000円 

（陸上、セーリング、ボート） 

１競技２事業 153,000円 

（自転車） 

 

未実施 

 

 

 

未実施 



県の競技力向上対策事業費で措置されていない消耗品購入のための

経費を競技団体に助成する。 

    ・スポーツ大会開催事業 

      加盟団体が主催する全国大会又は会長が承認した大会の経費の一部

を助成する。 

    ・部活動優秀指導者招へい強化事業 

      優秀指導者を招へいするため必要となる経費の一部を助成する。 

 

・ジュニア強化用備品等整備事業 

国体で入賞が期待される競技のジュニア強化に必要な備品等の整備

について、必要性等を考慮し購入する。 

    ・企業等優秀スポーツクラブ激励事業 

      クラブチームに対し激励金を交付する。 

    ・国民体育大会入賞報奨金支給事業 

      国民体育大会において入賞した競技（種別）に対し報奨金を支給す

る。 

 

    ・強化推進費 

      鳥取県体育協会が競技力向上を推進していくために必要となる経費

を助成する。 

 

 

  ツ）強化推進事業 19,313 千円（21,873千円） 

    競技団体との連絡・調整・指導等 

 

 

 

②国体予選会の開催及び国体等の選手団派遣を行う。 

 

  ア）国体予選会の開催 2,719 千円（2,758 千円） 

   国体選手選考のための県予選会の開催を競技団体へ委託する。 

 

  イ）中国ブロック大会及び全国予選会への選手団派遣 

23,724千円（42,925千円） 

   主に島根県で開催される国民体育大会中国ブロック大会及び兵庫県（予選）

 

 

未実施 

 

 

４校６競技６名 600,000円 

（鳥取城北高校 新体操、ソフトボール・米子北高校  バドミントン、空手道 

米子松蔭高校 ソフトボール・米子北斗高校 バレーボール） 

未実施 

 

 

未実施 

 

１６競技 395,000 円 

（陸上、水泳、ボート、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、自転車 

 相撲、ソフトボール、弓道、ライフル射撃、山岳、カヌー、アーチェリー 

 空手道、スキー） 

４校７部指定 210,000円 

（八頭高校 剣道部男子、境高校 サッカー部男子・ハンドボール部男子・ハンドボ

ール部女子、鳥取敬愛高校 バドミントン部男子・卓球部女子、米子松陰高校 陸

上部男女） 

 

19,796,797円（483,797円 セ）より流用） 

競技団体とのヒアリング実施等 1,180,000円 

競技スポーツ推進費      2,200,000円 

委託事業人件費        16,416,797円 

 

 

 

国体選手選考のための県予選会を競技団体へ委託 40競技団体 2,717,803円 

 

 

国民体育大会中国ブロック大会 21,033,604円 

期  日 平成 26 年 6月 21 日（土）～8月 31日（日）32競技 706名 

冬  季 平成 26 年 12月 13 日（土）～12月 14 日（日）1 競技 22名 



で開催予定の全国予選会へ選手団を派遣する。 

     期  日 平成２６年５月～１２月 

     会  場 島根県内の各会場等 

     競技種目 水泳（水球）他３５競技 

 

 

  ウ）第６９回本国体及び第７０回冬季大会への選手団派遣 

53,014千円（71,316千円） 

    ・長崎で開催される本国体に選手団を派遣する。 

    （本国体） 

     期  日 平成２６年１０月１２日～１０月２２日 

     競技種目 陸上競技他３６競技 

    ・第６９回冬季大会に選手団を派遣する 

    （スキー競技） 

     期  日 平成２７年２月２０日～２月２３日 

     場  所 群馬県 

    （スケート競技） 

     期  日 平成２７年１月２８日～２月１日 

     場  所 群馬県 

    （アイスホッケー競技） 

     期  日 平成２７年１月２８日～２月１日 

     場  所 群馬県 

 

③競技力向上のための指導者確保事業 10,474 千円（9,301千円） 

  ア）鳥取県の競技力向上のため、優秀な指導者を確保し、指導体制の充実を

図るとともに、専門性を生かしながらトップアスリートの育成を図る。 

 

④（新）集まれ！トップアスリート合宿誘致プロジェクト事業 

  ア）ＪＯＣ強化拠点施設の認定に向けた施設整備等 25,672千円（0千円） 

ＪＯＣセーリング強化センターの認定に向けて境港公共マリーナの競技力

向上のための機能や利便性の向上を図るために必要な施設・設備を整備する。 

 

 

 

 

会  場 島根県内の各会場 等 

競技種目 水泳（水球）他 31 競技 

・フィギュアスケート競技全国予選会 

期  日 平成 26 年 12月 13 日（土）～14日（日）1競技 8名 

会  場 笠松運動公園アイススケート場（茨城県） 

 

長崎県を中心に開催された本大会に選手団を派遣 50,488,654 円 

（会期前大会） 

期  日 平成 26 年 9月 7 日（日）～14 日（日） 

競技種目 水泳、カヌー 

（本国体） 

期  日 平成 26 年 10月 12 日（日）～10月 22 日（水） 

競技種目 陸上競技 他 31 競技 381名  

（男女総合 38位 女子総合 31 位） 

（冬季大会 スケート競技） 

期  日 平成 27 年 1月 28 日（水）～2月 1 日（日） 

場  所 群馬県総合スポーツセンター他 

競技種目 スケート競技 11 名 

（冬季大会 スキー競技） 

期  日 平成 27 年 2月 20 日（金）～23 日（月） 

場  所 群馬県片品村 

競技種目 スキー競技 47名 

 

体育指導員 2名 9,420,976 円 

 

 

 

体育指導員（コーチングスタッフ）1名配置 2,908,930 円 

RIBボート 2 艇、ハードボート 1艇購入 「あさなぎ」「疾風」機関換装整備 

20,995,200円 

 

 

 

 

 



（２）生涯スポーツ推進事業（公２）25,456千円（25,258千円） 

 

 ①体協表彰の実施 1,915千円（1,915 千円） 

スポーツ振興を図るため、表彰規程に基づき本県スポーツの発展に功績のあ

った者、優秀な選手を育成した指導者、全国大会等で優秀な成績を挙げた選手

について、選考委員会の審議により表彰者を決定し、表彰する。 

     期  日 平成２７年２月下旬 

     場  所 白兎会館 

     表彰内訳 体育功労章    若干名   

優良団体賞    数団体 

          優秀指導者賞   若干名   

特別賞      国際大会出場者等 

          スポーツ賞    全国大会等上位入賞 

          スポーツ敢闘賞  全国大会等下位入賞 

          スポーツ奨励賞  全国規模大会入賞者 

 

 ②大韓民国江原道とのスポーツ交流 

5,518 千円（2,800 千円）（県補助 2,821千円） 

   本県体育協会と江原道体育会との協定（2001年 11 月 6日協定）に基づき、

両県道のスポーツ交流を行い、競技力の向上と友好親善を図る。 

   ２６年度は米子市を中心として開催する。 

    ・スポーツ交流大会 ３競技 

（バスケットボール、サッカー、アーチェリー） 

    期  日 平成２６年１１月２８日～１２月２日（予定） 

    参 加 者 ３競技の監督、選手、体協役員等 

 

鳥取県－江原道スポーツ交流事業 過去交流大会 

回 数 期     日 場 所 
参加人数 

鳥取県 江原道 

第１回大会 平成 13年 11月 5日～9日 春川市 ２４名 ２９名 

第２回大会 平成 14年 6月 24日～27日 米子市 ４３名 ３３名 

第３回大会 平成 15年 11月 10日～13日 束草市 ３４名 ３８名 

第４回大会 平成 16年 7月 26日～29日 大山町 ４０名 ３１名 

第５回大会 平成 17年 7月 26日～29日 江陵市 ３３名 ３７名 

第６回大会 平成 18年 7月 25日～28日 米子市 ４６名 ３７名 

（２）生涯スポーツ推進事業（公２） 24,047,282円 

  

体協表彰の実施 1,837,513 円 

期  日 平成２７年２月２８日（土） 

     場  所 白兎会館 

      

 表彰内訳 体 育 功 労 章  ９名   

優 良 団 体 賞  ２団体 

      優秀指導者賞  ６名   

特 別 賞  １１名 

      ス ポ ー ツ 賞  個人６０名・団体１２チーム 

      スポーツ敢闘賞  個人２７名・団体１０チーム 

      スポーツ奨励賞  個人３１名・団体３チーム 

 

 

 

 

大韓民国江原道とのスポーツ交流 5,315,173 円 

スポーツ交流 ３競技 

実施競技  バスケットボール（高校女子）、サッカー（高校男子）、 

       アーチェリー（高校男女） 

    期  日  平成２６年１１月２８日（金）～１２月２日（火） 

    開催場所  鳥取県米子市 

          バスケットボール・・・米子産業体育館 

サッカー・・・・・・・フットボールセンター大山 

アーチェリー・・・・・米子サン・アビリティーズ 

    参 加 者  鳥取県選手団５７名、江原道選手団４１名 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７回大会 平成 19年 12月 4日～7日 原州市 ３６名 ４３名 

第８回大会 平成 20年 11月 18日～21日 鳥取市 ４９名 ３６名 

第９回大会 平成 21年 12月 4日～8日 東海市 ４１名 ４９名 

第１０回大会 平成 22年 12月 3日～7日 鳥取市 ４１名 ３５名 

第１１回大会 平成 23年 12月 2日～6日 春川市 ３８名 ３８名 

第１２回大会 平成 24年 11月 30日～12月 4日 米子市 ５６名 ３７名 

第１３回大会 平成 25年 11月 29日～12月 3日 春川市 ４２名 ４７名 

 ③第１５回県民スポーツ・レクリエーション祭の開催（県共催事業） 

8,086 千円（6,366 千円） 

   広く県民にスポーツ・レクリエーション活動を全県的な規模で実践する場

を提供することにより、県民一人一人に参加意欲を喚起し、県内各地で生涯

を通じたスポーツ・レクリエーション活動の活性化を進める。     

    ・夏季大会 ３種目 

     期  日 平成２６年８月３０日～３１日 

     会  場 中部地区中心に開催 

    ・秋季大会 ３３種目 

     期  日 平成２６年１０月２５日～２６日 

     会  場 中部地区中心に全県で開催 

    ・冬季大会 ４種目 

     期  日 平成２７年２月１５日 

     会  場 中部地区中心に全県で開催 

 

 ④公認スポーツ指導者養成講習会の開催（日体協委託事業） 

419千円（838千円） 

   １競技（テニス） 

 

 ⑤公認スポーツ指導者研修会の開催（日体協委託事業）291千円（260 千円） 

   スポーツ指導者研修会の開催 年２回 

 

 

 ⑥総合型地域スポーツクラブ育成支援事業 60千円（60千円） 

  ・クラブ育成アドバイザーの配置 

  ・未育成市町村への総合型地域スポーツクラブ設立に向けた普及・啓発活動 

  ・育成指定クラブ連絡協議会の開催 

  ・東中西各地区交流会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 第１５回県民スポーツ・レクリエーション祭の開催 7,059,497 円 

夏季大会 ３種目 

     期  日 平成２６年８月３０日～３１日 

     会  場 どらドラパーク米子水泳場 他２会場 

     参加人数 ９８７名（前年度９３７名） 

    秋季大会 ３２種目（エアロビック中止） 

     期  日 平成２６年１０月２５日～２６日 

     会  場 どらドラパーク東山陸上競技場 他４０会場 

     参加人数 ８，８３３名（前年度８，５８４名） 

    冬季大会 ４種目 

     期  日 平成２７年２月１５日 

     会  場 若桜氷ノ山スキー場 他４会場 

     参加人数 １，２４３名（前年度１，０１９名） 

 

 

公認スポーツ指導者養成講習会の開催 381,988円 

 テニス競技 参加者１４名 

（平成２６年１１月３０日、１２月７日、１３日～１４日、２１日の５日間で実施） 

 

公認スポーツ指導者研修会の開催 238,000円 

 第 1回 平成 26 年 9月 7 日（日）鳥取県民体育館（参加者数:60名） 

 第 2回 平成 26 年 12月 7 日（日）鳥取県立武道館（参加者：119名） 

 

総合型地域スポーツクラブ育成支援事業 60,000 円 

鳥取県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

 第１回 平成２６年６月１４日（土）（倉吉体育文化会館 １４名参加） 

鳥取県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会交流会 

 東部 平成２６年５月１８日（日）国府町体育館 ７０名参加 



 

 

 

 ⑦アンチ・ドーピング教育・啓発事業（日体協委託事業）235千円（260千円） 

  ・指導者、選手を対象とした講習会を開催する。 

  ・アンチ・ドーピングに関する啓発を行う。 

 

 

 ⑧スポーツ少年団の育成（日体協助成事業等）2,325 千円（2,528千円） 

・スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会の開催 

年１回 

  ・シニアリーダースクール・全国少年大会への派遣 

  ・組織整備強化事業の実施 

 

 

 

 ⑨スポーツ安全保険業務 4,437 千円（4,332 千円） 

公益財団法人スポーツ安全協会鳥取県支部と業務及び経費について協定を交

わし、スポーツ安全保険業務を行う。 

 

 

 

 ⑩因幡・但馬ジオパーク地域スポーツ交流事業 

325千円（839千円）【施設基金継続】（県補助 433千円） 

   兵庫県但馬地区と鳥取県因幡地区の小学生・中学生による陸上競技の交流

を目的とした対抗選手権大会を開催。 

   ・参加者：選手 ４００名程度 

 

 

 ⑪サッカースクール 743千円【施設基金継続】（700千円） 

   布勢総合運動公園において、元Ｊリーグ監督等を講師として、小学生を対

象としたサッカー教室及びミニゲームを開催。 

   ・参加者：小学生１００名 

 

 

 西部 平成２６年１１月１５日（土）溝口体育館 ３８名参加 

 中部 平成２７年２月１日（日）北栄町 B＆G海洋センター ３３名参加 

 

ドーピング講習会の開催 228,228円 

 平成２６年９月２日（火）鳥取県民体育館   ３８名（国体会期前結団式後） 

 平成２６年９月３０日（火）鳥取県民体育館 ２１６名（国体結団式後） 

 平成２７年２月１５日（日）米子全日空ホテル ２０名（国体結団式後） 

 

スポーツ少年団の育成（日体協助成事業等） 2,325,000円 

 スポーツリーダー養成講習兼スポーツ少年団認定員養成講習会 

  期  日 平成 26年 12 月 13日（土）～14日（日） 

  会  場 鳥取県立倉吉体育文化会館（参加者７９名） 

 シニアリーダースクール派遣（0名） 

 全国少年大会への派遣（0 名） 

 組織整備強化事業の実施 

 

スポーツ安全保険業務 4,437,000円 

 アマチュアスポーツ・文化・ボランティア・地域・指導活動を行う５名以上の社会

教育関係団体に対し団体活動中の事故及び通常経路往復中の事故の補償を行う保険の

加入受け付け業務を行う。また、スポーツ安全保険の広報活動を行う。 

 協定期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

 

 

因幡・但馬ジオパーク地域スポーツ交流事業の実施 324,439円 

期  日 平成２６年８月１１日（月） 

会  場 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場 

参加者数 ２１４名 

※県の補助金（1/2）を受けて実施。 

 

サッカースクールの開催 740,228円 

 事業目的 本県のサッカーの競技力向上、スポーツ振興と発展を目指す。 

 事業内容 元プロサッカー監督の都並敏史さんを講師に招き、ちびっこサッカー教

室を実施。 

期  日 平成２６年４月１２日（土） 

場  所 コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場 



 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ガイナーレ鳥取支援事業【施設基金継続】501千円（1,064千円） 

   ガイナーレ鳥取に対し、県体協としても可能な支援を行い、本県スポーツ

の充実を図るとともに地域活性化に寄与する。 

 

 ⑭布勢スプリント開催事業【施設基金継続】601千円（601千円） 

   布勢総合運動公園において開催される「布勢リレーカーニバル兼スプリン

ト挑戦記録会ＩＮ ＴＯＴＴＯＲＩ」に各種目のトップアスリートを招待す

ることにより、子どもたちに夢や感動を提供することに寄与する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

講  師 都並敏史（元ヴェルディ選手、元日本代表） 

      ジョージトレド（元読売クラブ選手） 

      高橋利徳（元読売クラブ選手） 

      渡辺淳一（元ヴェルディ選手） 

      中村聡志（チーム２７３アシスタントメンバー） 

参加者数 １０４名（９チーム） 

 

ガイナーレ鳥取への支援 500,108円 

 オフィシャルスポンサーとして支援 

 

 

布勢スプリントの開催 600,108 円 

 事業目的 本県の陸上競技の記録向上、又スポーツ振興と発展を目指す。 

 事業内容 平成２６年６月２９日（日）に開催された「布勢スプリント２０１４」

の開催にあたり、一般財団法人鳥取陸上競技協会へ招待選手の交通費等を補助。 

 主な招待選手：■男子１００ｍ 

江理口匡史、大瀬戸一馬、九鬼  巧 

■男子１１０Ｈ 

佐藤 大志、古川裕太郎、西澤 真徳、和戸 達哉 

■女子１００ｍ 

福島 千里、渡辺 真弓、土井 杏南、世古  和、北風 沙織 

■女子１００Ｈ 

柴村 仁美、木村 文子、相馬絵里子、伊藤 愛里 

 



事 業 計 画  実 施 状 況  
（３）スポーツ振興等事業（公３） 

①鳥取県立布勢総合運動公園 
  年間施設利用見込み人数  １，１７５，０００人 
  年間収入見込額        ５８，４７２千円 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成２６年度施設利用者数   １，１０１，９２４人 
（平成２５年度実績）    （１，０９０，３６９人） 
平成２６年度収入額     ５３，３８２，７９４円 
（平成２５年度実績）   （５２，０５０，６３２円） 
 
■スポーツ教室 

教室名 期間 延べ回数 延べ人数 備考 
卓球初級 ４月～２月 ３０ ５３５  
卓球上級 ４月～２月 ３０ １,２２６  
トータルバランスヨガ午前 ４月～３月 ３０ ７７７  
シェイプアップエアロ ４月～１月 ３０ ３０４  
ノルディックウォーキング  ４月～７月 １０ １０  
エアロビクス＆ストレッチ  ４月～３月 ３０ ６８６  
健康トレーニング ４月～３月 ３０ ３１０  
ニュースポーツ ４月～３月 ３０ ２１６  
トータルバランスヨガ午後 ４月～２月 ３０ ４３０  
バドミントン上級 ４月～２月 ３０ ２６７  
バドミントン初級 ４月～３月 ３０ １１０  
野球 ４月～３月 ３０ ５５３  
レクリエーションジュニア  ４月～２月 ３０ ３０６  
陸上① ４月～１月 ３０ ６８２  
チアバトンダンス ４月～１月 ３０ ５７６  
トランポ・ロビックスジュニア  ４月～１月 ３０ ４０５  
陸上② ４月～１月 ３０ ６６９  
サッカー ４月～１月 ３０ ７９０  
バドミントンジュニア ４月～３月 ３０ ５９５  
陸上③ ４月～１月 ３０ ５４１  
ピラティス ４月～３月 ３０ ６９８  
癒しのヒーリングヨガ ４月～１月 ３０ ５９０  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
教室名 期間 延べ回数 延べ人数 備考 

フラダンス ４月～３月 ３０ １５９  
ジョギング ４月～１月 ３０ ２１８  
障がい者トランポリン ４月～２月 １５  ７７  
ファンクショナルトレーニング午前  ４月～３月 ３０ ２９４  
ファンクショナルトレーニング午後  ４月～３月 ３０ ２３３  
テニス ４月～３月 ２１９ ９,１９３  
ランニングクリニック 2015  12 月～３月 １５ １８９  
春季陸上競技集中講座 ３月 ５  ９５  

 
■イベント 

区分 イベント名 延べ回数 延べ人数 備考 

スポーツ 

都並敏史ちびっこサッカー教室 １ ２２０  
布勢グラウンドゴルフ男女別個人戦  ２ ６４１  
園長杯争奪グラウンドゴルフ大会 ５ １,９１３  
クライミング体験教室 ２ ２９  
布勢フレッシュ・グラスグラウンドゴルフ大会  １ ３５２  
ピンポン大会 ３ １１２  
ナイター記録会陸上競技大会 ２ ５１０  
ナイターグラウンドゴルフミックスペア大会  １ １８６  
ナイターグラウンドゴルフ大会 １ ２１１  
布勢ナイターサッカー大会 １ ２３５  
スポーツゲームズ in 鳥取 １ ２２５  
グラウンドゴルフ大会ショートコース・ラウンド  １ ３９２  
2014 さよならグラウンドゴルフ大会  １ ２４７  
新春グラウンドゴルフ大会 １ ２７１  
初花グラウンドゴルフ大会 １ ３３３  
ミックスダブルス卓球大会 １ ２２２  
親子ダブルス卓球大会 １ １５８  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
区分 イベント名 延べ回数 延べ人数 備考 

 
スポーツ 
 

布勢サッカー大会（U-11） １ ２５０  
布勢サッカー大会 １ ２５２  
３on３バスケットボール大会 １ ８６  

体 験 

スポーツ救急手当講習会 １ ５  
布勢の味覚発見！キノコ狩り ２ １９  
コーディネーション・トレーニング  ３ １２４  
カブトムシ観察ウォーク １ ５１  
横浜 DeNA ベイスターズ野球教室  １ １２７  

体験学習 
自然遊びプログラム １ １１０ ハンターハンター 
福祉プログラム １ １０ トランポリンに挑戦 
環境プログラム １ １２０ エコ風船を飛ばそう 

 

区分 イベント名 延べ回数 延べ人数 備考 

交 流 

布勢フリーマーケット １ １４０ 65 ブース 
布勢春の子ども祭り １ １,５００ ３日間 
布勢秋の子ども祭り ２ ２,７００ ７日間 
緑の感謝祭 １ ５,２００  

 
■利用人数及び収入増減理由 
 人数：８月の台風上陸等による悪天候により大会が中止になるなど、各月により利

用者数の増減があったが、おおむね昨年と同様な利用者があった。 
 収入：４月は、教室の参加募集期間により収入増となった。７月は、例年より有料

の大会が多く、収入増となった。８月は、台風上陸等による悪天候により大

会が中止になるなど、収入減となった。 
■事業実施状況 
・職場体験等について、今年度は新たに「鳥取短期大学生インターンシップ」の受入

れを行った。 
・スポーツ教室に新たにフラダンス教室、健康志向のノルディックウォーキング教室

を開設した。また、高齢者を対象とした｢グラウンドゴルフ大会｣を実施した。さら



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に、スポーツだけでなく自然を楽しむ｢カブトムシ観察ウォーク｣｢きのこ狩り｣等多

彩なイベントを開催し利用促進に努めた。 
・メインアリーナ照明料の単位に、新たに７５％の設定を追加した。また、テニスコ

ートの照明を３０分単位に変更するなど、施設運営に利用者からの要望を反映した。 
・県民体育館ロビーに「文化とスポーツ」と題して、第１回は「相撲 鳥取県ゆかり

の力士たち」のパネル展を開催した。 
・防犯のために県民体育館玄関に監視カメラを設置するとともに、園内の夜間警備を

業者委託により実施した。 
・夜間のジョギング愛好者や散策をされる来園者のために雨天練習場外壁に LED 外

灯を設置した。 
・障がい者スポーツの振興として、スペシャルオリンピックスの卓球練習会及び県の

陸上指定強化コーチに職員を派遣した。 
・トップアスリートから指導を受けることにより、子どもたちが夢や感動を得る機会

を提供するため、「都並敏史サッカー教室」「スポーツゲームズ in 鳥取」「横浜 DeNA
ベイスターズ野球教室」を開催した。 

 
■今後の取り組み等 
・安心・安全な施設であるため、職員のスキルアップのための研修会を開催する。 

また、他団体が実施する各種研修会に積極的に参加する。 
・収入増を図るため、追加イベントを計画し実施する。 
・教室の参加者増を図るため、広報に力を入れる。 
・国際大会等の誘致を促進するため、県や各団体と連携を密にしていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



②鳥取県立鳥取産業体育館・鳥取県営鳥取屋内プール 
  年間施設利用見込み人数   体育館   ８０，５００人 
                プール   ６７，０００人 
                 計   １４７，５００人 
 
  年間収入見込額            ３３，６７０千円       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４～３月施設利用者数   体育館   ９２，５５４人 
             プール   ６３，５８２人 
              計   １５６，１３６人 
（平成２５年度実績）       （１４９，１２８人） 
 
４～３月収入額        ３２，６１４，１９３円 
（平成２５年度実績）    （２５，２７８，４３９円） 
 
■スポーツ教室 

教室名 期間 延べ回数 延べ人数 備考 
バドミントン（月曜日） 4 月～3 月 30 449  
卓球（月曜日） 4 月～3 月 30 336  
高齢者スポーツ（火曜日） 4 月～3 月 22 59  
テニス（火曜日） 4 月～3 月 30 563  
テニス（水曜日） 4 月～3 月 25 526  
卓球（水曜日） 4 月～3 月 26 544  
ジュニア新体操（水曜日） 4 月～3 月 28 345  
いきいき健康（木曜日） 4 月～3 月 30 306  
バドミントン（木曜日） 4 月～3 月 30 548  
エアロビクス（金曜日） 4 月～3 月 30 388  
テニス（金曜日） 4 月～3 月 30 270  
陸上 4 月～3 月 121 4,903  
障がい者スポーツ教室 4 月～3 月 25 95  

 
■水泳教室 

教室名 期間 延べ回数 延べ人数 備考 
幼児（月曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 365  
幼児（木曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 391  
幼児（土曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 406  
小学生（月曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 665  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小学生（火曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 532  
小学生（木曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 756  
小学生（金曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 684  
小学生（土曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 667  
小中学生（土曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 552  
一般（月曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 204  
一般（木曜日） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 135  
一般（金曜午前） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 263  
一般（金曜午後） 4 月～9 月 10 月～3 月 30 125  
春季小学生 4 月 5 103  
夏休み小学生① 7 月 10 284  
夏休み小学生② 7 月 10 267  
水球教室 4 月～9 月 10 月～3 月 51 600  
障がい者水中運動教室 4 月～9 月 10 月～3 月 18 108  

 
■イベント 

区分 イベント名 延べ回数 延べ人数 備考 
文化 タイワンギク鑑賞会 1 140 5 月開催 
文化 花ショウブ展示会 1 700 6 月開催 
文化 花ショウブ株分け講習会 1 40 7 月開催 
文化 タマノカンザシ展 1 200 8 月開催 
文化 アートの世界 2014 1 550 10 月開催 

 
区分 イベント名 延べ回数 延べ人数 備考 

スポーツ 潮田玲子バドミントン講習会 1 400 6 月開催 
スポーツ 着衣泳講習会 1 12 7 月開催 
スポーツ バドミントン愛好者大会 1 25 12 月開催 
スポーツ ローソンカップ小学生卓球大会 1 222 12 月開催 
スポーツ 新春室内グラウンドゴルフ大会 1 73 1 月開催 
その他 フリーマーケット 1 350 3 月開催 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■利用人数及び収入増減理由 
・今年度の体育館は、前年に２万人規模の「全国建具組合連合会建具展示会」が開催

されたが、それに匹敵する規模の展示会等が無く利用人数は減となったが、収入で

は、年度当初予定していなかった食品展示会が３月に入り増となった。 
・プールは、９月から１ヶ月間（9/1～10/3）プールサイド床改修工事のため休館とな

ったが、利用者及び収入も昨年度を上回った。（昨年度は、鉄骨錆改修工事により

10 月から 3 月まで休館。） 
■事業実施状況 
・昨年度から開催している「障がい者水中運動教室」を月１回から２回に増やし水泳

に親しんでもらう環境づくりを行った。 
・３期目の指定管理期では、トップアスリート事業を各種競技団体と連携して開催し

ていくことを方針の一つとして掲げており、今年度は、バドミントン協会と連携し、

潮田玲子氏を招聘したジュニアプレイヤー講習会（６０周年記念事業）の運営面に

おいて支援を行なった。また、鳥取市テニス協会と連携し、ジュニアから一般の方

を対象にした２０１５テニスフェスタとっとり（鳥取県出身現役プロテニスプレー

と日本のトップコーチを招聘したテニスクリニック。）を開催した。 
・産業体育館主催の陸上教室参加者が全国小学生陸上交流大会に出場し、女子 400ｍ
リレーの部で優勝する快挙を達成した。（県勢２４年ぶり） 

・毎年好評を得ている文化的イベント（タイワンギク鑑賞会５月・花ショウブ特別展

示会６月・タマノカンザシ展８月、アート展１０月、室内等）及び、スポーツ的イ

ベント（着衣泳講習会、室内グラウンドゴルフ大会、館長杯バドミントン大会等）

を継続して実施した。 
・あいサポート・アートとっとりフェスタ（第１４回全国障がい者芸術・文化祭とっ

とり大会）に職員を派遣し、来場者に対しニュースポーツの指導などを行った。 
・水泳の指導力の向上及び泳力向上のため、７～８月に鳥取市及び八頭町の各小学校

（河原第一小学校、瑞穂小学校、丹比小学校）へ出向き、教師及び生徒を対象に水

泳出前指導を行った 
・河原第一小学校親子会、浜坂小学校親子会、世紀小学校親子会、城北小学校砂山児

童クラブ、湯梨浜町泊分館に職員を派遣し、ニュースポーツ（キンボール、ペタン

ク、バッゴーなど）の出前指導を行なった。 
・国府東小学校ＰＴＡから夏休みプール開放を控えた保護者対象の水難救助講習会へ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の指導依頼があり、プール監視の仕方、水難救助法など我々の業務を基にした水難

救助訓練の実践指導を行なった。 
・鳥取県警察学校に職員を派遣し、走り方・手の振り方などを指導する陸上教室を行

なった。 
・鳥取市小学校陸上大会に職員を派遣し、大会運営に協力した。 
■今後の取り組み等 
・職員のスキルアップに向けて、各種研修会への参加や各種資格の取得を促進する。 
・光熱費・燃料費等の高騰が懸念されるため、引き続き節減に努める。 
・展示会・イベント業者の利用定着のため、利用時に次回の予約を確認するなど、積

極的に働きかけ、さらに新たな展示会・イベントの誘致を行う。 
・利用者に安心・安全・快適に施設を利用していただくため、備品・器具のチェック

や巡回を充実させるとともに、利用者への声掛けを積極的に行うなど、常に利用者

目線に立った管理運営を心がける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
③鳥取県営米子屋内プール 
年間施設利用見込人数      ３７，９６０人 
年間収入見込額         ７，１６１千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成２６年度利用人数          ３４，５３１人 
（平成２５年度実績）         （８４，８７０人） 
平成２６年度収入額        ６，９４７，７３４円 
（平成２５年度実績）     （１９，２４４，４２４円） 
■スポーツ教室 

教室名 実施教室数 
（クラス） 

延べ回数 延べ人数 備考 

バドミントン教室 4 期(3,3,3,3) 120 933  
Jr.バドミントン教室 5 期(1,1,2,2,1) 68 625  
３B 体操教室 4 期(1,1,1,1,) 40 254  
わんぱく教室 3 期(1,2,2) 50 696  
トライアスロン教室 1 期(3) 30 470  

 
■水泳教室 

教室名 実施教室数 
（クラス） 

延べ回数 延べ人数 備考 

水泳教室（幼児） ３期( 4, 5, 4) 113 1,278  
水泳教室（小中学生） ３期(14,13,18) 383 4,751  
水泳教室（成人） ３期( 3, 3, 3) 89 781  
短期水泳教室（幼児） １期（１） 4 39  
短期水泳教室（小中学生） １期（２） 4 12  

 
■利用人数及び収入増減理由 
・前年度対比では、耐震工事に伴い、プール棟が閉館となったため、利用者数約５０，

０００人、収入額約１２，２９０千円の大幅な減少となった。 
・計画（見込み）に対して、利用者３，４２９人、収入額２１３，２６６円減少とな

ったが、これは工事１ヶ月延長によるもので、１月計画利用者３，５００人、収入

額５０６，０００円計上しているので、利用者は、ほぼ計画どおり、収入は約３０

０千円の増収となる。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■事業実施状況 
・水泳教室は、東山水泳場を利用し実施した。使用コースが限られる中、適正なクラ

ス分けと参加者とのコミュニケーションを図りながら要望を取り入れるなど細かな

指導を実践し、計画額を上回ることが出来た。スポーツ教室でも、プール閉館時に

実施できなかったジュニア・トライアスロン教室の代わりに、ジュニア・バドミン

トン教室の新設と、わんぱく教室の拡充を行うことで計画を上回った。  
・子どもたちの水難事故防止に貢献する為、新たに、着衣泳出張講習会を米子市の小

学校を対象に公募し、５校に実施した。（参加者５校３７６名） 
・鳥取県障がい者スポーツ協会共催の、西部スポーツ教室を東山水泳場で継続したほ

か、鳥取県ふうせんバレー大会、鳥取県障がい者水泳大会への職員派遣、あいサポ

ーターメッセンジャー養成講習会への参加等、障がい者のスポーツ活動へ支援活動

に貢献した。 
・工事期間は清掃業務を外部委託せず、日常清掃のほかワックス清掃等計画的に実施

するとともに、植栽の管理等職員が積極的に行うことで経費節減につながった。 
・職員の専門性を活かし、競技団体が実施する競技会、競技力向上事業等に職員を派

遣し本県のスポーツ振興に貢献した。その他スポーツ応急手当講習、会計事務基礎

的向上講習会等を受講し職員の資質向上に努めた。 
■今後の取り組み等 
 耐震工事に伴う休館により、水泳教室参加者、プール利用者等が減少しているので、 
 設置目的に照らした事業展開と安心安全な施設の提供、利用者の声、社会変化のニ

ーズや課題を積極的に聞き入れ、利用者の増員ならびに、収入確保に努める。 
  ６月から東山水泳場の改修工事が実施されるため、東山水泳場の水泳教室、水泳

連盟の強化事業等を受け入れることとなる。特に利用者の多い夏季となるので、計

画的かつ、迅速なコース設定等を行い、よりよい環境で利用していただくよう心が

ける。 
  
 
 
 
 
 
 



④鳥取県立米子産業体育館 
  年間施設利用見込み人数        １４２，０００人 

 年間収入見込額            ３０，３９０千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年間施設利用者数         １２７，７１０人 
（平成２５年度実績）      （１１１，４９８人） 
年間収入額         ２９，７８８，３５４円 
（平成２５年度実績）   （２６，７７９，６５１円） 
■スポーツ教室 

年間教室 期間 延べ回数 延べ人数 備考 
体操・体育（月）低学年 4月～3月 40 380  

体操・体育（月）高学年 4月～3月 40 245  

体操・体育（木）年長 4月～3月 40 115  

体操・体育（木）低学年 4月～3月 40 407  

体操・体育（木）高学年 4月～3月 40 430  

器械体操（火、金）小学生 4月～3月 80 474  

新体操（水）年長、低学年 4月～3月 40 342  

新体操（水）高学年 4月～3月 40 239  

サッカー（月）低学年 4月～3月 40 514  

サッカー（月）高学年 4月～3月 40 203  

サッカー（水）低学年 4月～3月 40 567  

サッカー（水）高学年 4月～3月 40 367  

女子サッカー（木）低学年 4月～3月 40 108  

女子サッカー（木）高学年 4月～3月 35 190  

レスリング（金）低学年 4月～3月 40 152  

メタボ撲滅（火）大人 4月～3月 40 176  

ボールルームダンス（月） 4月～3月 40 135  

ヨガ（土）大人 4月～3月 40 293  

フットサル（月）大人 4月～3月 40 429  

短期教室（週２回） １期１０回 年間５期 延べ人数  
バドミントン ５期 50 648  

バウンドテニス ５期 50 497  

健康体操 ５期 50 259  

障がい者教室（年１期） １期 9 61  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■利用人数及び収入増減理由 
年間：フィットネスルームの利用増加。 

（利用者数１５１．４％・収入金額１１８．８％） 
４月：ＢＪリーグ公式戦（２試合）が開催され、利用者数が増加。 
５月：２６年度は全国植樹祭がない為、収入は減少。（２５年度は警察機関がこの間

専用利用）ただし利用者数は増加。 
７月：イベント（ガス展）が開催されたことと、中会議室での展示会が増えたこと

により収入増加。 
８月：体操競技大会、剣道錬成大会、ミニバスケットボール大会の開催と会議室で

の展示会もあった為利用者数・収入共に増加。 
９月：平成２６年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会中国ブロックが

開催され利用者数増加。 
１２月：ＢＪリーグ公式戦（１試合）、センバツバドミントン大会中国地区予選会が

開催され、利用者数・収入共に増加。 
１月：米子市成人式、保健事業団健康診断が開催され、利用者数・収入共に増加。 
３月：ＢＪリーグ公式戦（２試合）、中・四国高等専門学校バドミントン大会中が開

催され、利用者数・収入共に増加。 
■事業実施状況 
・フィットネスルームの利用者数が高齢者の口コミにより大幅に増加。 
・４月より女子サッカー教室の新設。（２コース） 
■今後の取り組み等 
・メインアリーナ、サブアリーナで展示会・イベントを開催した業者に来年度以降も

継続していただくようお願いするとともに、新しい業者に対する展示会・イベント

開催の誘致も行う。 
・島根スサノオマジックとの連絡を密にし、毎年ＢＪリーグ公式戦の開催日程調整を

行う。２６年度１月より新規でバスケットボール教室を開催（週１回）する運びと

なり。２７年度も開催が決定。 
・バレーボール協会へＶプレミアリーグ開催の働きかけを行い、収入の確保と広く県

民の皆様にトップアスリートのプレーを体感する機会を提供する。（２７年度男子大

会開催予定） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・２７年度開催予定の全国障害者スポーツ大会バレーボール競技中国四国ブロック予

選会、鳥取県ふうせんバレー大会の成功に向け配慮、協力をする。 
・職員の資質向上のため、各種研修会への参加や各種資格の取得を促進する。 
・年間スポーツ教室の参加者を増加させるため、案内チラシを刷新し米子市内小学校

に配布を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⑤鳥取県立武道館 
  年間施設利用見込み人数         １１０,０００人 

 年間収入見込額              １２，４７４千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４～３月施設利用者数       １０７,３０８人 
（平成２５年度実績）      （１０１,８９９人） 
４～３月収入額       １３，３６２，１５２円 
（平成２５年度実績）   （１２，７７３，８７２円） 
 
■スポーツ教室 

教室名 期間 延べ回数 延べ人数 備考 
柔道教室 ４月～３月 ８０回 １,７６８人  
剣道教室 ４月～３月 ８０回 １,９８４人  
弓道教室 ４月～３月 ８０回 １,１６８人  
空手道教室 ４月～３月 ４０回 ２,５９５人  
なぎなた教室 ４月～３月 ８０回 ４８８人  
銃剣道教室 ４月～３月 ４０回 ８５人  
相撲教室 ４月～３月 ４０回 １５５人  
ゆったり運動教室 ４月～３月 ４０回 ２６４人  

 
■イベント 

区分 イベント名 延べ回数 延べ人数 備考 
スポーツ 鳥取県武術太極拳指導者養成講習会  １回 ３５人  
スポーツ 鳥取県空手道指導者養成講習会 １回 １００人  
スポーツ 鳥取県青少年柔道大会 １回 ５００人  
スポーツ 鳥取県（鳥取市）地方青少年相撲錬成大会  １回 ５２人 於：鳥取城北高校 
スポーツ 鳥取県（米子市）地方青少年銃剣道錬成大会 １回 １１０人  
スポーツ 鳥取県（米子市）地域社会柔道指導者研修会 １回 １３０人  
スポーツ 鳥取県（米子市）地域社会弓道指導者研修会 １回 ８０人  
スポーツ 空手道教室級位審査会 ２回 １１１人  
スポーツ 鳥取県青少年弓道大会 １回 ３００人  
スポーツ 鳥取県立武道館鏡開き式 １回 ５００人  
スポーツ 鳥取県青少年剣道大会 １回 ５００人  
スポーツ 鳥取県（米子市）出張銃剣道教室 １回 ３０人  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■利用人数及び収入増減理由 
・５月は、全日本弓道選手権大会中国地区予選、鳥取県空手道選手権が開催されたた

め利用人数が増加した。 
・９月は、小学校運動会練習の開催及び研修会が増えたため利用人数が増加した。 
・８月は、日体協公認銃剣道指導者講習会、境港美保ライオンズ柔道大会が開催され

たため収入、利用人数ともに増加した。 
・10 月は、全日本女子相撲選手権大会が開催されたため、収入、利用人数が増加した。 
・ 
■事業実施状況 
・上記スポーツ教室、イベントを計画どおり実施した。 
・米子市内の中学校（福米中学校、弓ヶ浜中学校、東山中学校）３校から職場体験の

受け入れ、都留文科大学の学生によるフィールドインターンシップの受け入れを行

った。 
■今後の取り組み等 
・各教室の参加者を増加させるため、当館ホームページやメディアへの広報はもちろ

ん、学校や公共施設等へのチラシ配布を行う。また、新規のイベント、教室等を開

催して利用の促進を図る。 
・ホームページを充実させ、県内外からの大会・合宿の誘致を行い利用促進させるな

ど、広報の環境を整えリピーターを確保できるよう努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（４）施設関連事業（収） 
①鳥取県立倉吉体育文化会館 

  年間施設利用見込み人数        １８２，０００人 
  年間収入見込額            １８，５１０千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２６年度施設利用者数        １９３，１５５人 
（平成２５年度実績）      （１９０，６３３人） 
２６年度収入額       ２０，１３７，８４４円 
（平成２５年度実績）    （１７，７６５，２５７円） 
■スポーツ・文化教室 

教室名 期間 延べ回数 延べ人数 備考 
健康づくり 4 月～３月 40 211 短期教室を含む 
テニス夜 4 月～３月 40 885 短期教室を含む 
運動不足解消教室 4 月～３月 40 769 短期教室を含む 
テニス昼 4 月～３月 40 635 短期教室を含む 
ストレッチ・ジャズ体操 4 月～３月 40 785 短期教室を含む 
バドミントン 4 月～３月 40 179 短期教室を含む 
ラージボール卓球 4 月～３月 40 1386  
トランポリン 8 月～9 月 2 21  
中部スポーツ 5 月～１２月 20 382  
太極拳 5 月～３月 30 270  
エアロビクス 5 月～１２月 15 99  
シニアストレッチ 5 月～11 月 15 139  
ベイビー親子教室 6 月～7 月 5 14  
パットゲームスター 1 月～2 月 5 35  
ターゲットバードゴルフ 4 月～12 月 28 147 イベント 
グラス・シルエット 4 月～３月 22 180 文化教室 
折り紙 4 月～３月 46 235 文化教室 
着物着付け 4 月～３月 24 102 文化教室 
書道 4 月～３月 22 145 文化教室 
パソコン 4 月～３月 44 711 文化教室 
一歩前進パソコン 4 月～３月 45 282 文化教室 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教室名 期間 延べ回数 延べ人数 備考 
フラワーアレンジメント  4 月～３月 12 114 文化教室 
クリニカルアート 4 月～３月 10 45 文化教室 
英会話 4 月～３月 85 475 文化教室 
能楽教室 4 月～３月 40 174 文化教室 

 
■イベント 

区分 イベント名 延べ回数 延べ人数 備考 
スポーツ エンジョイテニスカップ ３ 36 年 3 回予定 
スポーツ 月例バドミントン大会 10 260 毎月 
スポーツ ファミリースポーツの日 1 46 6 月 7 日 
スポーツ ラージボール卓球大会 １ 40 3 月 7 日 
文化 夏休み文化教室 1 59 8 月 24 日 
文化 体文祭 １ 900 10 月 11 日～13 

 文化 クリスマスイベント １ 95 12 月 23 日 
その他 軒下セール ２ 101 年 2 回 
その他 県民の日みんなでスポーツを 1 28 県民の日 

 
■利用人数及び収入増減理由 
・５月、６月は、営利団体の利用が増えたことや、減免規定が変わったことにより収

入増となった。 
・７月は、昨年の同時期に県立高校の体育館工事に伴う連続した利用増があったため、

利用者数減となった。 
・10 月は創価学会の「私と地球環境展」があり多数の見学者があった。 
・9 月以降は 12 月を除き、すべての月において利用者数、収入とも前年を上回ってい

る。 
■事業実施状況 
・利用者の皆さんに日頃の感謝をこめて「第７回スポーツと文化のまつり 体文祭」

を定着させ文化団体と協力、当館の文化教室の作品やニュースで見る当館の一年の

歩みを広く見ていただいた。また、招待券による「くじ引き」により楽しみが増加

したと好評であった。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・受付での 2 人体制や総合案内を設け、利用者へのホスピタリティーある接遇を行っ

ている。 
・施設を安全に使っていただくため応急手当指導員と応急手当普及員（３人）の

資格を取得させ万一に備える体制を整えた。 
・ＡＥＤの毎日の点検と月一回の定期点検を実施。 

昼夜の調整会にて利用団体に熱中症と AED の講習会を開催。 
・町中のオアシスとして環境問題にも配慮した「ウオーキングコース」「一坪花壇」「メ

ダカ保存」「メダカの里親探し」「軒下セール」を実施した。 
・各公民館と連携して「介護予防教室」、「認知症予防教室」「八屋ひまわりサロン」県

内、市町村社協、倉吉包括支援センターへ出張指導に出向き地域貢献に協力し、利

用促進に効果を発揮した。 
・子育て支援での小学校・各市町村の保育園等で親子教室の出張指導を実施した。 
・「月例バドミントン大会」「テニス親睦大会」「ターゲットバードゴルフ月例大会」「ラ

ージボール卓球ミニ大会」「託児保育」「キッズルーム」又、鳥取県障がい者スポー

ツ協会と共催で「中部スポーツ教室」を中部地区の核となるよう開催した。 
・新たに、ベイビー親子教室、シニアストレッチ教室を増加した。 
・毎月の職員会議で利用促進目標を定め、アイデアを出し合いながら促進に努力した。 
・ＴＥＡＳの目標設定を変え、外周整備に努めたことが環境整備をより良いものとし

た。 
■今後の取り組み等 
・２人体制の受付を継続するとともに、利用者の声を反映させ、より充実した受付体

制を整えていく。 
・有料掲示板の利用促進のため、広報等を行い、収入増を目指す。 
・職員の資質向上のため、各種研修会への参加や各種資格の取得を促進する。 
・地域に根差し、地域ぐるみで発展、活性化できるよう職員一同精進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 



②倉吉自転車競技場の管理運営（収１）4,926 千円（4,790 千円） 
・倉吉自転車競技場の管理運営を特定非営利活動法人たかしろに

委託する。 
  ・その他事務費 
 ※平成２８年度インターハイに向けた競技場整備に関する業務 
 ※２０２０東京オリンピック及び２０２１関西ワールドマスター

ズゲームズ等に関わる合宿誘致等に向けた管理棟・その他周辺設備の

整備に関する業務 
 
 
 
 
 
 
③自動販売機設置事業（収２）18,050 千円（0 千円） 

・本会が管理する公３の施設に、利用者の利便性の向上を図るた

め、自動販売機を設置する。 
  

施設名 収入予定額（千円） 
布勢総合運動公園 １０，７９５ 
鳥取産業体育館・鳥取屋内プール ２，５００ 
米子屋内プール ２５５ 
米子産業体育館 １，５００ 
武道館 ３，０００ 

 

自転車競技場の管理運営 25,510,944 円 
① 倉吉自転車競技場の管理運営を特定非営利活動法人たかしろに 

委託する。（4,206,707 円） 
・管理棟及び周辺の清掃、点検、修繕、見回り、除草、水やり、除雪等 
・窓口受付、問い合わせ、利用申し込み、予約状況管理等 
・使用料の徴収、芝生管理、浄化槽管理等 

②  その他事務費（21,304,237 円） 
・夜間警備委託 
・火災保険、賠償責任保険加入 

  ・管理棟改築工事に係る実施設計業務委託  13,284,000 円 
  ・管理棟改築工事に係る地質調査業務委託  3,519,720 円 

・駐車場整備工事に係る測量設計業務委託  3,769,200 円 
 
 
 
・本会が管理する公３の施設に、利用者の利便性の向上を図るため、自動販売機を設

置する。 
 

施設名 収入額（円） 
布勢総合運動公園 9,706,915 
鳥取産業体育館・鳥取屋内プール 2,442,297 
米子屋内プール 284,315 
米子産業体育館 2,023,906 
武道館 3,640,526 

 

 















（単位：円）

場所・物量等 金額

（流動資産）

現金 手元保管 運転資金として 1,509,156

預金 普通預金

山陰合同銀行鳥取営業部 運転資金として 113,975,707

山陰合同銀行鳥取県庁支店 運転資金として 3,642,000

山陰合同銀行倉吉駅前出張所 運転資金として 2,803,916

　　　　　　 山陰合同銀行福生出張所 運転資金として 1,430,642

鳥取銀行鳥取駅南支店 運転資金として 3,724,538

鳥取銀行倉吉中央支店 運転資金として 13,354,201

鳥取銀行皆生通出張所 運転資金として 22,090,275

鳥取銀行三柳支店 運転資金として 7,441,291

未収金 公益事業 医科学サポート事業の未収金 591,000

競技力向上事業の未収金 1,578,542

国体派遣事業の未収金 218,016

布勢総合運動公園管理事業の未収金 1,087,906

米子屋内プール管理事業の未収金 168,156

米子産業体育館管理事業の未収金 1,012,790

鳥取県立武道館管理事業の未収金 77,880

収益事業 倉吉体育文化会館管理事業の未収金 211,704

倉吉自転車競技場管理事業の未収金 356,073

自動販売機設置事業の未収金 1,562,557

法人運営事業 法人運営事業の未収金 300,060

前払金 職員分 144,489

前払費用 東京海上日動火災保険 1,510,430

178,791,329

（固定資産）

基本財産 定期預金 山陰合同銀行鳥取営業部 1,187,988

特定資産 運営基盤強化基金 定期預金

山陰合同銀行鳥取営業部 630,000

投資有価証券

第321回利付国債 8,000,000

島根県債平成23年度第2回公募公債 50,000,000

わかとり国体開催記念基金 普通預金

山陰合同銀行鳥取県庁支店 2,221,024

鳥取銀行本店営業部 295,920

定期預金

山陰合同銀行鳥取営業部 300,000

投資有価証券

第305回利付国債 136,753,400

第61回利付国債 103,026,000

第321回利付国債 80,000,000

鳥取県債平成18年度第1回公募公債 20,000,000

兵庫県債平成21年度第1回公募公債 160,160,000

施設基金造成積立資産 普通預金

山陰合同銀行鳥取営業部 3,222,921

県民スポーツ振興事業積立資産 普通預金

山陰合同銀行鳥取営業部 865,000

鳥取銀行本店営業部 4,565,000

ゆうちょ銀行五八二 100,000

指定特定資産建物 232.5㎡

鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 18,253,875

指定特定資産構築物 12,361㎡

鳥取県倉吉市桜字後口山68-23 収益事業目的に使用 30,506,192

指定特定什器備品 147,366

電話加入権 152,880

無形固定資産 20,444

建設仮勘定 20,572,920

その他固定資産 構築物 22.4㎡

鳥取県鳥取市布勢146-1 1,299,625

車両運搬具 78,464

什器備品 4,091,448

無形固定資産 1,480,032

647,930,499

826,721,828

公益財団法人　鳥取県体育協会

公益目的事業の財源に充当

公益目的事業の財源に充当

公益目的事業の財源に充当

公益目的事業の財源に充当

財　　産　　目　　録
平成27年3月31日現在

貸借対照表科目 使用目的等

布勢運動公園管理事業における施設賠償保険

公益目的事業及び法人運営事業に従事する職員

に対する保険料

収益事業目的に使用

流動資産合計

運用益を法人運営事業の財源に充当

運用益を法人運営事業の財源に充当

運用益を法人運営事業の財源に充当

運用益を法人運営事業の財源に充当

公益目的事業の財源に充当

公益目的事業の財源に充当

運用益を公益事業の財源として充当

運用益を公益事業の財源として充当

運用益を公益事業の財源として充当

運用益を公益事業の財源として充当

運用益を公益事業の財源として充当

運用益を公益事業の財源として充当

公益目的事業に使用

公益目的事業及び法人運営事業として使用

法人運営事業に使用

倉吉自転車競技場管理棟建築に係る財産

公益目的事業に使用

固定資産合計

　　　資産合計

公益目的事業に使用

公益目的事業・収益目的事業・法人運営事業に使用

公益目的事業・収益目的事業・法人運営事業に使用



（流動負債）

未払金 公益事業 競技力向上事業の未払金 2,608,995

医科学サポート事業の未払金 360,000

わかとり国体開催記念スポーツ 98,240

振興事業の未払金

強化推進事業の未払金 404,749

指導者確保事業の未払金 219,181

トップアスリート事業の未払金 85,162

国体派遣費 36,000

スポーツ安全協会業務受託事業

の未払金 49,044

体協奨励事業の未払金 154,116

日韓スポーツ交流事業の未払金 184,788

スポーツ指導者研修会事業の未払金 201,000

スポーツ少年団事業の未払金 200,000

生涯スポーツ推進事業の未払金 900

布勢総合運動公園管理事業の未払金 43,166,443

鳥取産業体育館管理事業の未払金 4,884,231

米子屋内プール管理事業の未払金 2,393,374

米子産業体育館管理事業の未払金 2,399,096

鳥取県立武道館管理事業の未払金 6,185,766

収益事業 倉吉体育文化会館管理事業の未払金 1,970,510

倉吉自転車競技場管理事業の未払金 16,606,960

法人運営事業 法人運営事業の未払金 1,819,183

預り金 職員及び講師 4,404,180

仮受金 鳥取県 27,014,530

施設同居団体 29,503

施設利用団体 1,000

未払法人税等 201,000

未払消費税等 11,232,300

126,910,251

（固定負債）

リース債務 3,699,360

3,699,360

130,609,611

696,112,217

公益事業・収益事業・法人運営事業に従事する職員

及び講師の所得税等

公益目的事業の委託料・補助金の返納分

米子屋内プールに同居する他団体の光熱水料費

公益事業・収益事業・法人運営事業の未払法人税

武道館利用団体の施設利用予約金

　　　負債合計

　　　正味財産

公益事業・収益事業の未払消費税

流動負債合計

公益目的事業・収益目的事業・法人運営事業に使用

固定負債合計



１.重要な会計方針

　(１)有価証券の評価基準及び評価方法

　　満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）

　　その他の有価証券

　　　時価のあるもの・・・移動平均法に基づく原価法

　　　時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

　(２)固定資産の減価償却の方法

　　有形固定資産・・・定額法

　　無形固定資産・・・定額法

　(３)消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

２.会計基準の変更

　　なし

３.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
　指定基本財産定期預金 500,000 0 0 500,000
　一般基本財産定期預金 687,988 0 0 687,988

小　　計 1,187,988 0 0 1,187,988
特定資産
　建　　　物 20,237,341 0 1,983,466 18,253,875
　構築物 35,690,952 0 5,184,760 30,506,192
　什器備品 312,179 0 164,813 147,366
　無形固定資産 73,231 0 52,787 20,444
　電話加入権 152,880 0 0 152,880
　普通預金 8,013,189 3,256,676 0 11,269,865
　定期預金 930,000 0 0 930,000
　投資有価証券 557,683,330 296,070 40,000 557,939,400
　建設仮勘定 0 20,572,920 0 20,572,920

小　　計 623,093,102 24,125,666 7,425,826 639,792,942
合　　計 624,281,090 24,125,666 7,425,826 640,980,930

財務諸表に対する注記



４.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

（うち指定正味財 （うち一般正味財 　（うち負債に　
科　　目 当期末残高 産からの充当額） 産からの充当額） 　対応する額）　

基本財産
　指定基本財産定期預金 500,000 (500,000)
　一般基本財産定期預金 687,988 (687,988)

小　　計 1,187,988 (500,000) (687,988) 0
特定資産
　建　　　　　物 18,253,875 (18,253,875)
　構築物 30,506,192 (30,506,192)
　什器備品 147,366 (147,366)
　電話加入権 20,444 (20,444)
　無形固定資産 152,880 (152,880)
　普通預金 11,269,865 (11,269,865)
　定期預金 930,000 (930,000)
　投資有価証券 557,939,400 (557,779,400) (160,000)
　建設仮勘定 20,572,920 (20,572,920)

小　　計 639,792,942 (639,632,942) (160,000) 0
合　　計 640,980,930 (640,132,942) (847,988) 0

５.担保に供している資産

　なし

６.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

科　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 49,321,747 31,067,872 18,253,875
構　　築　　物 215,815,580 184,009,763 31,805,817
車　両　運搬具 941,514 863,050 78,464
什　器　備　品 19,797,550 16,720,096 3,077,454
リース資産 1,354,500 270,900 1,083,600
無形固定資産 2,301,750 801,274 1,500,476
一括償却資産 116,640 38,880 77,760

合　　計 289,649,281 233,771,835 55,877,446

７.保証債務等の偶発債務

　　なし

８.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

科目 購入時の価格 現在の価格 評価損益
兵庫県平成21年度第1回公募公債 160,400,000 160,160,000 △ 240,000
島根県平成23年度第2回公募公債 50,000,000 50,000,000 0
鳥取県平成18年度第1回公募公債 20,000,000 20,000,000 0
利付国庫債券第61回 102,039,000 103,026,000 987,000
利付国庫債券第305回 136,506,800 136,753,400 246,600
利付国庫債券第321回 88,000,000 88,000,000 0



９.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

交付者
前期末
残　高

当期増加額 当期減少額
当期末
残　高

貸借対照表上
の記載区分

補助金

スポーツ指導者協議会補助金 日本体育協会 0 238,000 238,000 0 -

スポーツ少年団補助金 日本体育協会 0 2,015,000 2,015,000 0 -

体育協会運営費補助金 鳥取県 0 89,927,954 89,927,954 0 -

競技力向上対策事業費補助金 鳥取県 0 168,414 168,414 0 -

基金造成事業補助金 鳥取県 0 5,302,146 5,302,146 0 -

日韓スポーツ交流事業補助金 鳥取県 0 2,657,586 2,657,586 0 -

自転車競技場管理費補助金 鳥取県 0 25,414,164 25,414,164 0 -

競技力向上のための指導者の
確保事業補助金

鳥取県 0 9,420,976 9,420,976 0 -

集まれ！トップアスリート合宿誘致
プロジェクト事業補助金 鳥取県 0 2,908,930 2,908,930 0 -

競技力向上対策事業費補助金
日本スポーツ振興
センター 0 591,000 591,000 0 -

138,644,170 138,644,170

補助金等の名称

合計



１０.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

金額

7,355,339

30,487
7,385,826

１１.関連当事者との取引の内容

　　なし

１２.重要な後発事象

　　なし

１３.その他

　　なし

合　計

内訳
経常収益への振替額
　減価償却費計上による振替額
経常外収益への振替額
　固定資産廃棄損計上による振替額



付属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

区分 資産の種類 期首帳簿価格 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価格

基本財産 定期預金 1,187,988 0 0 1,187,988

基本財産計 1,187,988 0 0 1,187,988

特定資産 運営基盤強化基金 58,630,000 0 0 58,630,000

わかとり国体開催記念基金 502,500,274 296,070 40,000 502,756,344

施設基金造成積立資産 2,843,245 379,676 0 3,222,921

県民スポーツ振興事業積立資産 2,653,000 2,877,000 0 5,530,000

建　物 20,237,341 0 1,983,466 18,253,875

構築物 35,690,952 0 5,184,760 30,506,192

什器備品 312,179 0 164,813 147,366

電話加入権 152,880 0 0 152,880

無形固定資産 73,231 0 52,787 20,444

建設仮勘定 0 20,572,920 0 20,572,920

特定資産計 623,093,102 24,125,666 7,425,826 639,792,942

２．引当金の明細

なし

平成２７年３月３１日現在
（単位：円）
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