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一般財団法人熊本市社会教育振興事業団 
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Ⅰ 事業の概要 
 

Ⅰ 体育・スポーツの振興、指導及び助言 

 

１ 健康づくり習慣支援策                                       

（１） スポーツ教室事業 （継続事業） 

 

  市民の皆様が、スポーツやレクリエーションへの関心を高めるとともに、心身の健全

な発達と健康増進に寄与するため次の事業を実施した。 

 

 スポーツ教室 

  各施設の特徴と機能を活かし、幼児から中高齢者、障がい者の方まで全世代における

市民のスポーツ活動への導入となる事業を実施した。 

   

施 設 H28参加者数 H27参加者数 比較 

熊本市総合体育館・青年会館 1,828 5,977 ３１％ 

田迎公園運動施設 1,156 7,943 １５％ 

南部総合スポーツセンター 2,940 4,281 ６９％ 

熊本市総合屋内プール 3,898 18,456 ２１％ 

託麻スポーツセンター 293 2,064 １４％ 

水前寺野球場・競技場 19 700 ３％ 

熊本市子ども文化会館 598 1,162 ５１％ 

熊本市健軍文化ホール ※ 1,795 1,070（170） １６８％ 

合計 12,527 41,653  ３０％ 

   ※健軍文化ホールのH27参加者数は 170名であるが、H28に教室参加形態を変更し   

    たため、H28の計算方法に換算し 1,070名として比較している。H27合計値も換  

    算後の値。 
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 スポーツ相談・指導 

  各施設においてトレーニング方法や健康づくり等の体育・スポーツに関することにつ

いての相談・助言及び指導を実施した。 

内容

血圧測定、体脂肪測定及び健康相談（毎週２回） 208

スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

熊本市健軍文化ホール スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

熊本市子ども文化会館 スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

水前寺野球場・競技場
スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

託麻スポーツセンター スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

熊本市
総合屋内
プール

名

エンジョイウォーキング（毎週火曜日） 0 名

トレーニング室 ストレッチ、シェイプアップ、ウェイトトレーニング方法等の随時指導

スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

名

弓道場 教室終了者向け弓道連盟指導員による個人指導 320 名

ニュースポーツに関する相談、助言、用具の紹介　　　　　　　　

田迎公園
運動施設

プール 水泳のワンポイント指導（毎週水曜日実施） 7 名

スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

プール
水泳のワンポイント指導（毎週金曜日） 0

南部総合
スポーツ
センター

プール 水泳のワンポイント指導（毎週火曜日実施） 119

施設名 利用者数

熊本市
総合体育館・
青年会館

プール 名

トレーニング室 ストレッチ、シェイプアップ、ウェイトトレーニング方法等の随時指導

弓道場 名

健康相談 名

スポーツや健康に関する助言、指導の随時対応

水泳のワンポイント指導（毎週火～金）　 5

弓道連盟指導員による個人指導
（日、祝日以外の夜間２時間程度）

15

 

 

 

 

 スポーツサークルの育成 

  スポーツ教室終了後、受講生を対象にクラブサークルづくりの指導・助言を行い、生

涯スポーツへの意欲と健康づくりへの意識の向上を図った。 

総合屋内プール　「目指せ熊本城マラソン完走！ランニング教室」
ランニングチーム「チームアクア」での練習
及び熊本城マラソンへの出場

練習会参加
2/19大会参加

74名

教室 活動事例 期日 参加者
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２ 健康づくりの「きっかけ」増進支援策                                       

（１） スポーツライフ推進事業 （継続事業） 

  すべての市民が健康づくりやスポーツ・健康・文化活動に参加できる場を提供した。 

 

（２） 全施設活用事業 （継続事業） 

  施設のより一層の利活用を推進するため、複数地域のスポーツ施設を管理する事業団

としてのメリットを最大限に活かす事業を展開した。 

 

 

３ 子どもの体力向上支援策                                       

（１） 子どもの体力向上事業 （継続事業） 

  スポーツを通じて運動に親しむ習慣や意欲の育成に役立てるよう、子どもたちの体力

向上策に取り組むものとして、「くまもとカップハンドボール錬成大会」を計画していた

が熊本地震の被災により中止した。 

 

（２） ＳＫＳ・小学校体力向上コラボレーション事業  

事業団が有する子どもの体力向上支援のノウハウを発揮し、スポーツテスト支援や運

動会かけっこ支援などに取り組み、教育委員会との関係強化を目指してきた。これまで

画図小学校を３年間支援し、平成２８年度から一新小学校を支援すべく取り組んできた

が熊本地震の影響で中止となった。 

 

 

４ 中高齢者健康づくり支援策 

（１）  高齢者・中高齢者元気支援事業（継続事業） 

特に、中高齢者の健康づくりの一環となる手軽な運動や有酸素運動、筋力トレーニング

等の運動支援により、医療費削減や生活習慣病対策につながる事業を実施した。 

生活習慣病の第 1 次予防として運動習慣の普及と定着を図るために、適切な指導により

安全かつ効果的な運動を伝えるよう努めた。 

 

 

５ 障がい者支援策 

（１）  障がい者支援事業（継続事業） 

ノーマライゼーションの理念の基に、障がい者のスポーツ参加をとおして障がい者の積

極的な社会参加や機能回復に向けた活動支援や障がい者スポーツに対する理解を深める活

動として例年開催してきた「卓球バレー交流大会」、「わくわくふうせんバレーボール大会」、

「身体障がい者長水路水泳記録会」、「盲学校生徒招待アイススケート」については熊本地

震の被災によりスケートリンク等が開設できないなどのため中止とし、「ハートフルスイミ

ング教室」のみ一部開催した。 
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６ スポーツ指導支援策 

（１）  指導者派遣事業（継続事業） 

 事業団職員の資格を最大限に活用するため、外部からの要請に応じ指導者を派遣します。

主に子どもを対象にニュースポーツを指導する「スポーツ指導デリバリーサービス」はも

とより、一般成人、教職員、スポーツ推進委員など対象を問わず派遣した。 

 

 スポーツ指導デリバリーサービス 

 熊本市内の小中学校の学級・学年活動、地域の子ども会などの行事に職員を派遣し、各

学校の体育館等において、主にニュースポーツの指導を実施した。 

派遣先 件数 参加者数  内容別 件数 

学級活動（PTA） 
小学校 22 1,766  ドッジビー 14 

中学校 1 64  キンボール 12 

子ども会 7 391  その他 4 

育成クラブ等 0 0   

成人対象 0 0  

合計 30 2,221  

 

 

７ 行政施策推進策 

（１）  行政施策推進事業（スポーツ関連）（継続事業・その他事業） 

 

 熊本市の関連計画、政策について研究・精査し、施策実現に向けて協力に努めた。 

 

（２） スポーツ医科学事業（継続事業） 

  

 総合屋内プールのトレーニング室の体力診断ソフト（TP-健康・体力度評価ソフトウェ 

ア）を「いきいき体力測定」に活用した。参加：23名 

 事業団WEB サイト上では、スポーツ医科学コーナーを運営した。 

 

 

 

Ⅱ 青年の活動に関する相談、指導及び助言 

 

１ 健康文化事業 

 （１） 健康文化事業 （継続事業） 

  

 市民の健康文化活動を支援するため、多目的ホールや会議室、料理室を持つ施設におい 

て、生涯学習としてライフスタイルに応じたプログラムを実施した。 
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 健康文化教室事業 

 健康文化施設としての機能を活かし、市民の文化活動や学習活動の支援を目的に、各施 

設の特色を活かした事業を実施した。   

施設 H28参加者数 H27参加者数 比較 

熊本市総合体育館・青年会館 28 351 ８％ 

田迎公園運動施設 0 6 ０％ 

熊本市総合屋内プール 388 888 ４４％ 

熊本市子ども文化会館※ 1,234 16,633 ７％ 

熊本市健軍文化ホール 44 126 ３５％ 

合計 1,694 18,004 ９％ 

   ※子ども文化会館について平成 28年度から指定管理者としてあらたに事業分類した 

  「利用者拡大事業」分（40,308名）については含まれていない。 

       

 （２） 青年団体活動支援事業 （継続事業） 

  

 青年相互の交流、親睦をすすめ、青年リーダーの育成を図る事業を実施し、熊本市総合 

体育館・青年会館の団体連絡室を活用した青年団体の活動について支援する予定であった 

が、熊本地震の被災等により中止した。 

 

 （３） 表彰事業（継続事業） 

 

 スポーツフォトコンテスト  応募作品数：104点 

 熊本県内各地で行われている身近なスポーツシーンや、心に残ったスポーツシーンを募 

集した。 

     一般の部 応募：69点 

       入賞：大賞 1点、特選 1点、入選 2点、佳作 5点、 

          スポーツライフくまもと賞 該当なし 

     高校生の部 応募：35点 

       入賞：優秀賞 1点、奨励賞 2点 

 

 

 水彩画コンクール 

熊本市が主催する「わくわく江津湖フェスタ」参加事業として水彩画コンクールを計画

したが、フェスタの中止に伴い、コンクールを中止とした。 
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２ 社会教育事業（継続事業） 

 

特に熊本市健軍文化ホールにおいて「社会教育法」に規定する幅広い領域について研究 

し、市民の文化・芸術の振興を図るために、芸術・文化の情操涵養事業を実施した。 

 

「芸術文化団体への支援」 

舞台芸術活動を行う団体又は個人に対し、発表機会の充実と育成を図ることを目的とし 

て助成金事業を計画したが、熊本地震の被災に伴い中止した。 
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Ⅲ 熊本市から指定管理を受けた施設の管理運営 

 

 １ 施設の管理運営事業（その他事業） 

 

（Ａ）指定管理期間：平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日 

指定管理施設名 所在地 

熊本市総合体育館・青年会館 熊本市中央区出水２丁目７番１号 

田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 熊本市南区良町４丁目８番１号 

南部総合スポーツセンター 熊本市南区白藤５丁目２番１号 

熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 熊本市南区荒尾２丁目１番１号 

託麻スポーツセンター 熊本市東区上南部３丁目２２番３０号 

水前寺野球場 熊本市中央区水前寺５丁目２３番２号 

水前寺競技場 熊本市中央区水前寺５丁目２３番３号 

（Ｂ）指定管理期間：平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

指定管理施設名 所在地 

熊本市子ども文化会館 熊本市中央区新町１丁目３番１１号 

 子ども文化会館では利用料金制度が導入されている。 

（Ｃ）指定管理期間：平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日 

指定管理施設名 所在地 

熊本市健軍文化ホール 熊本市東区若葉３丁目５番１１号 

 健軍文化ホールは、「健軍文化ホール事業推進共同企業体」として一般財団法人熊本市

駐車場公社との管理となっている。利用料金制度が導入されている。 

 

（１） 管理施設の利用人数実績 

 

指定管理施設名 Ｈ28年度（人） 備考 

熊本市総合体育館・青年会館 82,783  

田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 53,787  

南部総合スポーツセンター 139,649  

熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 94,210  

託麻スポーツセンター 23,549  

水前寺野球場・競技場 22,635  

熊本市子ども文化会館 252,571  

熊本市健軍文化ホール 19,256  

合計 688,440  

平成 30年度目標値 1,905,000  
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熊本市総合体育館・青年会館 

経営理念 健康で豊かな生活を目指し、笑顔が絶えないスポーツと文化の融合施設 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名（カッコ内は中止企画） 企画数 実施数 参加者数合計 

一般 

らくらく水泳、 エンジョイアクアビクス 

ソフトヨガ、 モーニングフラダンス 

おはよう太極拳   ほか 174 61 1,419 

小学生 
キッズバスケットボール 

そうたいきっずクラブ 20 2 32 

シニア 
はつらつシニアビクス 

シニア最適運動    36 16 285 

幼児 （ちびっこスイミング）   4 0 0 

親子 レッツ！親子ビクス  16 6 92 

その他 （幼児・小学生スポーツチャンバラ （年長～小 3） ） 1 0 0 

合計 251（166） 85 1,828 

子育て支援事業 託児サービス 幼児参加 1 2 

全施設活用事業 ふれすぽ トランポリン、水泳 5（5） 0 0 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

 

○主催大会・イベント（継続事業） 

№ 大会名 事業名 開催日 参加数 

1 親睦ミニバレーボール大会 スポーツライフ推進 中止 

2 わくわく江津湖太極拳（わくわく江津湖ﾌｪｽﾀ） 行政施策推進 中止 

3 ハンドボール錬成大会 子どもの体力向上支援 中止 

4 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2016 行政施策推進 中止 

5 スポだめし！～多種目体験型フェスティバル～ 金の卵プロジェクト 中止 

6 第１９回わくわくふうせんバレーボール大会 
障がい者支援 

中止 

7 卓球バレー交流大会 中止 

8 開館３０周年記念事業 地域貢献事業 中止 

 

○青年活動支援 講習（継続事業） 

№ イベント名 開催期日 参加数 

1 レクリエーション指導者セミナー 中止 
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○健康文化教室（継続事業） 

対象 主な教室名（カッコ内は中止企画） 企画数 実施数 参加者数合計 

一般 

バラエティ無添加パン作り 

男の料理 

クリスマスリース作り  13 3 19 

小学生 春休みＪｒピザ作り 17 1 9 

幼児 （楽しい歌とリズム リトミック） 1 0 0 

親子 
（夏休み親子リトミック、 

ベビーマッサージ） 4 0 0 

合計 35（31） 4 28 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○大規模大会（西日本規模以上）・催事（その他事業） 

№ イベント名 開催期日 参加規模 

例年開催の大規模大会はいずれも中止（６件） 

 

○平成２９年３月３１日時点 閉鎖中の設備 

設備名 備考 

大体育室・中体育室・弓道場・プール・第２和室・第２会議室 再開目処 平成３０年１月 
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田迎公園運動施設（浜線健康パーク） 

経営理念 長生き健康宣言で心も身体もリフレッシュな活き活き公園 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名（カッコ内は中止企画） 企画数 実施数 参加者数合計 

一般 

水泳クラブ、アクアビクス 

リラックス体操、リセットヨガ 

気軽にテニスレッスン ほか 202 38 1,021 

小学生 Ｊｒクラブサッカー 22 1 122 

シニア シニア卓球 4 1 13 

親子 （親子ビクス ほか） 5 0 0 

その他 （Ｊｒクラブ トランポリン（年中～小６）） 3 0 0 

合計 236（196） 40 1,156 

全施設活用事業 ふれすぽ トランポリン ほか 4（4） 0 0 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○主催大会・イベント（継続事業） 

№ 大会名 事業名 開催日 参加数 

1 親睦ミニバレーボール大会 
スポーツライフ推進 

中止 

2 ボールで遊ぼう親子ティーボール 3/5（日） 中止 

3 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2016 行政施策推進 10/10（月）    362名 

 

○健康文化教室（継続事業） 

対象 主な教室名（カッコ内は中止企画） 企画数 実施数 参加者数 

小学生 （夏休み書道） 1 0 0 

合計 1（1） 0 0 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○大規模大会（西日本規模以上）・催事（その他事業） 

№ イベント名 開催期日 参加規模 

1 全国少年少女野球教室熊本会場 11/6（日） 220名 

 

○平成２９年３月３１日時点 閉鎖中の設備 

設備名 備考 

中・小体育室、プール 再開目処 体育室平成 29年１2月、プール平成 30年 1月 

武道場 再開未定 
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南部総合スポーツセンター 

経営理念 目指そう東京オリンピックをスローガンに熊本アスリート育成支援 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 企画数 実施数 参加者数 

一般 

ナイト初心者水泳 

ヨガでリフレッシュ、 さわやか卓球教室 

健やか太極拳、ナイト弓道クラブ ほか 68 47 2,067 

小学生 
泳ごう小学生水泳、サッカー 

ボールになれよう小学生ソフトボール   31 21 261 

シニア 貯筋運動 11 7 62 

幼児 水慣れ幼児水泳 6 4 56 

その他 

レベルアップ小・中学生テニス（小 4～中 3） 

弓道クラブ（小 5以上） 

アーチェリークラブ（小 5以上） ほか 10 7 494 

合計 126（40） 86 2,940 

全施設活用事業 ふれすぽ 水泳 7（5） 2 14 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○主催大会・イベント（継続事業） 

№ 大会・イベント名 事業名 期日 参加数 

1 親睦卓球大会 スポーツライフ推進 3/27（日） 64名 

2 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2016 行政施策推進 10/10（月） 235名 

 

 

○平成２９年３月３１日時点 閉鎖中の設備 

設備名 備考 

なし 全設備 通常営業 
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熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 

経営理念 ビギナーからエキスパートまで楽しめるスポーツ文化の拠点づくり 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 企画数 実施数 参加者数 

一般 

たのしい水泳サークル 

ＺＵＭＢＡ、アロマヨガ、フラダンス 

ノルディックウォーク 

気軽にアクアビクス、  

気軽にエクササイズ     ほか 334 101 2,961 

小学生 

小学生体操 

Ｊｒヒップホップダンス 

              ほか 68 20 288 

シニア 

シニアエアロビクス、 

いきいきシニア筋トレ 

シニアエアロ＆ピラティス 35 19 316 

幼児 幼児体操、幼児リズム体操     ほか 58 19 228 

親子 親子フラ・タヒチアンダンス 12 3 59 

その他 

ハートフルスイミング 

（障がいをお持ちの方） 

いきいき体力測定 ほか 66 8 46 

合計 573（403) 170 3,898 

子育て支援事業 託児サービス 幼児参加 6 9 

                                        合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○主催大会・事業（継続事業） 

№ 大会・イベント名 事業名 期日 参加数 

1 身体障がい者長水路水泳記録会 
障がい者支援 

中止 

2 盲学校生徒招待アイススケート 中止 

3 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2016 in アクア 行政施策推進 12/23（金） 2,435名 

4 熊本市民ナイター水泳記録会 

スポーツライフ 

推進 

中止 

5 アクアフェスティバル 2016 中止 

6 みんなで走ろう！ランニング教室 11/13～2/25（土日） 335名 

7 ランニングフォームチェック＆アドバイス 10/8・9（土日） 32名 

8 飛びこみスタート練習会  中止 

9 バックヤード見学ツアー 地域交流事業 中止 

10 メタボ予防・改善サポート事業 行政施策推進 

（スポーツ医科学） 
通年 

0名 

11 いきいき体力測定でのソフト等活用 23名 
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○健康文化教室（継続事業） 

対象 主な教室名 企画数 実施数 参加者数 

一般 
かんたんフラワーアレンジメント 

はじめての手話 15 7 66 

小学生 
はじめてのえいご 

レベルアップえいご 49 24 312 

親子 ベビーマッサージ 5 1 10 

合計 69(37) 32 388 

                                         合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○大規模大会（西日本規模以上）・催事等（その他事業） 

№ イベント名 開催期日 参加規模 

1 熊本市成人式 1/9（月） 4,500名 

2 プリンスアイスワールド J-Pops!熊本公演 1/21（土）～1/22（日） 13,000名 

3 女子ハンドボール親善試合（カザフスタン戦） 2/25（土）～2/26（日） 1,600名 

4 女子ハンドボール日本リーグプレーオフ 3/25（土）～3/26（日） 3,000名 

大規模大会で中止となったもの（３件） 

 

○平成２９年３月３１日時点 閉鎖中の設備 

設備名 備考 

サブプール 
再開目処 平成 29年 4月 30日 専用使用供用 

       平成 29年 5月１日 メインプールとともに一般供用再開 
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託麻スポーツセンター 

経営理念 「生き生き・ウキウキ・わくわく」する地域スポーツ活動の拠点づくり 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 企画数 実施数 参加者数 

一般 

卓球（硬式・ラージボール） 

ミニバレーボールサークル 

ナイター初中級者テニス 

               ほか 39 7 247 

小学生 

ジュニアテニス 

夏休みキッズたくスポ 

あおぞらキッズたくスポ 12 4 46 

その他 
（体力アップジュニア新体操 

（年少～小学生）ほか） 4 0 0 

合計 55(44) 11 293 

全施設活用事業 ふれすぽ ジュニアいろいろスポーツ 4（4） 0 0 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○主催大会・イベント（継続事業） 

№ 大会・イベント名 事業名 期日 参加数 

1 親睦ミニバレーボール大会 
スポーツライフ推進 

中止 

2 親睦テニス大会 3/22（水） 16名 

3 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2016 行政施策推進 10/10（月） 240名 

 

 

○平成２９年３月３１日時点 閉鎖中の設備 

設備名 備考 

体育館 再開目処 未定 
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水前寺野球場・水前寺競技場 

経営理念 火の国アスリートの聖地として選手育成と競技力向上をサポート 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象  主な教室名 企画数 実施数 参加者数 

小学生 上手くなろう！Ｊｒベースボール 3 1 19 

親子 （親子バッティング対決！） 1 0 0 

野球場合計 4（3） 1 19 

小学生 （Ｊｒサッカー） 12 0 0 

その他 （なかよしサッカー） 2 0 0 

競技場合計 14（14） 0 0 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○主催大会・事業（継続事業） 

№ イベント名 事業名 期日 参加数 

1 ＯＹＡＪＩサッカー大会 
スポーツライフ

推進 

中止 

2 
熊本市民スポーツフェスタ 

キッズ・ジュニアサッカー大会 
中止 

3 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2016 行政施策推進 10/10（月） 292名 

4 キッズかけっこ塾＆タイムトライアルＩＮくまもと 子どもの体力 

向上支援 

中止 

※南部 SCにて共催事業化 5 ランニング指導員講習会（JRPO) 

6 スポーツメンタルトレーニング教室 行政施策推進（スポーツ医科学） 通年 1名 

 

○大規模大会（西日本規模以上）・催事、キャンプ（その他事業） 

№ イベント名 開催期日 参加規模 

平成 28年度は平成 27年度から続く競技場改修工事が予定されていたため、大会受付なし 

 

○平成２９年３月３１日時点 閉鎖中の設備 

設備名 備考 

水前寺競技場 フィールド、雨天練習場、観覧席 
再開目処 未定 

トラックのみ営業中 
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熊本市子ども文化会館 

経営理念 肥後っ子の声がひびく、遊びと学びのわくわく広場 

 

○自主事業・スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 企画数 実施数 参加者数 

一般 
産後ママのスタイルアップヨガ 

マタニティヨガ 23 18 160 

小学生 こどぶん逆上がり塾        ほか 28 14 53 

親子 
おやこでヨガ 

ベビーママヨガ ほか 22 18 370 

その他 ヒップホップダンス（年中～小 3） 2 1 15 

合計 75(24) 51 598 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○自主事業・健康文化教室（継続事業）  

対象 主な教室名 企画数 実施数 参加者数 

一般 
子育てママのリフレッシュゴスペル 

手づくりおもちゃをつくろう 6 5 61 

小学生 
こどぶん書道、こども書初め 

編み物 38 19 260 

親子 
英語であそぼう Ｉn こどぶん 

べビーマッサージ、親子工作 ほか 59 40 607 

その他 

ゲームプログラマーになろう 

（小学生以上 18歳未満のこども） 

うきうき工作（18歳未満のこども） 

わくわく工作（18歳未満のこども） 19 10 306 

合計 122（48） 74 1,234 

                                       合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○自主事業・利用者拡大事業（その他事業）  

対象 主な教室名 企画数 実施数 参加者数 

幼児、小学生 

18歳未満の子ども 

その他 

子育て応援フェスタ、科学ランド 

ハロウィン in こどぶん 

こどぶんおすすめ絵本の日 ほか 32 23 29,245 

親子 
みつばちタイム、わんぱくタイム、カ

ンガルータイム、誕生会    ほか 8 8 11,063 

合計 40(9)   31 40,308 

                                       合計（ ）内は中止件数で内数 
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○主催大会・イベント（継続事業） 

№ イベント名 事業名 期日 参加数 

1 障害者週間イベント 
行政施策 

推進 

12月 31名 

2 心の輪を広げる体験作文 作品審査 小中学生 作品数 103 

3 ＯＮＥＤＡＹスポーツランド 2016 in こどぶん  10/10（月） 770名 

4 足から元気教室（測定会） 金の卵プロジェクト 3/25～3/26 75名 

 

 

○指定事業（その他事業） 

事業分類 主な事業名 企画数 実施数 参加者数 

ア）活動

体験支

援事業 

ふれあい・ 

交流事業 

こどぶん誕生祭 

ちびっこ運動会  ほか 10 7 

1団体と

10,438 

歳時事業 
ジャンボこいのぼりづくり 

みんなでお月見 ほか 4 3 1,243 

情操涵養 

事業 
映画、劇 

6 4 848 

ふるさと 

発見事業 

伝承工作 

～昔あそび教室～ 1 1 225 

教育活動等

支援事業 学校や幼稚園での教育活動や保育活動等の積極的受入 

イ）子育て支援事業 

救急法、歯科健康講座 

おやつ作り、こどもの病気に

ついて 8 6 437 

ウ）施設運営事業 

きんしこうのフロアー、みつばちコーナー、ひよこル

ーム、おうむコーナー、きつつきの部屋、うさぎの

広場等の運営 11,823 

 

 

○平成２９年３月３１日時点 閉鎖中の設備 

設備名 備考 

４階 多目的ホール 再開目処 未定 
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熊本市健軍文化ホール 

経営理念 人とまちが元気になる文化創造空間～わくわくホール～ 

 

○スポーツ教室（継続事業） 

対象 主な教室名 企画数 実施数 参加者数 

一般 
パワーヨガ、 リラックスヨガ 

ピラティス     ほか 45 41 1,789 

親子 親子ふれあいヨガ 1 1 6 

合計 46（4） 42 1,795 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○健康文化教室（継続事業） 

対象 主な教室名 
企画

数 

実施

数 

参加者数 

一般 
はじめての手話 

全国手話検定 5級講座 ほか 3 2 17 

小学生 レベルアップジュニア書道  1 1 6 

その他 プロから学ぶわくわく漫画教室（小学生以上） 1 1 21 

合計 5（1） 4 44 

合計（ ）内は中止件数で内数 

 

○社会教育事業（施設内実施関連のみ記載） 

№ 事業名 開催日 参加数 

1 健文らくご塾（壱） 7/31（日） 10名 

2 健文らくご塾（弐） 10/4（火） 16名 

3 健文らくご塾（参） 3/8（水） 15名 

  

○指定事業（その他事業） 

事業分類 主な事業名 企画数 実施数 参加数 

ア）情操涵養事業 （夏休み親子映画まつり ほか） 7（7） 0 0 

イ）地域ふれあい事業 おいしい無添加パン作り  ほか 7（3） 4 54 

（ ）内は中止件数で内数 

 

○平成２９年３月３１日時点 閉鎖中の設備 

設備名 備考 

ホール棟 
再開目処 未定 

※H29.4.1から全館閉鎖 
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 ２ 利用者ニーズ等の調査や分析の方策（その他事業） 

 利用者の声（窓口、ご意見箱、インターネット等からの意見徴収）への回答及び教室、 

イベント等におけるアンケートを実施した。11月に利用者アンケート、3月に利用者満足 

度調査を実施し、館内掲示及びホームページ公表を行う等、自己評価に努めた。 

 利用者から寄せられる要望や苦情を貴重な情報源として、管理運営に反映した。各地域 

の自治会や体協、学校、競技団体等の行事に出席するなど、地域との交流に努めた。 

 

３ 利用者の安全確保と緊急時対策（その他事業） 

 利用者の安全を確保するため、管理面におけるあらゆる対策を講じた。 

 

４ 施設の平等利用方策（その他事業） 

 お客様の立場に立ち平等に利用していただくための方法として、大会等の予約において 

は年間調整を実施するとともに、ユニバーサルデザイン等の施設管理面での工夫により、 

施設利用の促進につながるよう努めた。 

（１） 全国大会・会議等の開催 （その他事業） 

 

 コンベンション施設 大会等受入状況（九州規模以上） 

 

施設名 大会名等 件数 

熊本市総合体育館・青年会館 第 37回熊本オープン卓球大会 ほか 2件 

田迎公園運動施設 全国少年少女野球教室熊本会場 1件 

熊本市総合屋内プール 九州地区スポーツ推進委員研究大会 ほか 3件 

水前寺野球場 第６回全九州ろう社会人軟式野球大会 ほか 2件 

 他都市・外部団体からの視察等 

他都市の行政や管理運営及び事業に関する視察のほか各種団体の受け入れを行った。 

（熊本地震関連の視察・調査は除く） 

施設名 月 受入れ団体 

南部総合スポーツセンター 8月 人吉市 

熊本市総合屋内プール 

11月 日本ハンドボール協会 

1月 スポーツ庁 鈴木大地長官 

3月 バスケットボール 羽田ヴィッキーズ 

3月 国際ハンドボール連盟（IHF） 

熊本市子ども文化会館 

8月 荒尾市役所 

8月 全国公立文化施設協議会 

3月 小林市 NPO子育て支援協会 

3月 兵庫県明石市子ども未来部子育て支援課 

総務課 9月 浦安市施設利用振興公社理事長 
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Ⅳ その他目的を達成するために必要な事業 

 

１ 子育て支援策  

 

（１）託児サービス（継続事業） 

 スポーツ・文化教室や大会等への女性の参加のみならず、保育士等の有資格者の積極的 

な社会参画を促すものとして、有資格者登録制の「事業団託児サポーター制度」による託 

児サービス事業を実施した。（H28託児サポーター登録者数 3名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


