
月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　　考

蔵のまち喜多方桜ウォーク２０２１［スポーツ広場・薬草園／５ｋｍコース］

2/5（金） 第1回実行委員会［喜多方プラザ小ホール］

4/8（木） 第2回実行委員会［喜多方プラザ小ホール］

4/15（木） 係員打合せ［押切川公園体育館］

4/16（金） 大会準備

4/17（土） 【実績】参加人数：３９５名（大人３８５名・中学生以下１０名／市内３６名・会津地区

　　　　　４７名・中通り地区２７６名・浜通り３６名）

当日スタッフ：約７０名（１０団体・個人ボランティア）

7/5（月） 第3回実行委員会［喜多方プラザ小ホール］

1/1（土） ２０２２元日マラソン大会（第５8回大会）［市民ホール/市内コース］【当日中止】

【理由】当日朝の天候・道路状況の悪化により当日朝に中止した。

月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　　考

第７4回福島県総合体育大会県民スポーツ大会耶麻方部大会【中止】

※第７４回福島県総合体育大会県民スポーツ大会喜多方市予選大会と同時開催

☛第７４回福島県総合体育大会県民スポーツ大会喜多方市予選大会を参照

8/22（日） 第７４回福島県総合体育大会県民スポーツ大会会津地域大会【中止】

　開会式：［猪苗代町総合体育館（猪苗代町）］ 北会津方部

　壮年ソフトボール：［猪苗代町運動公園（猪苗代町）］

　卓球／バドミントン：［猪苗代町総合体育館（猪苗代町）］

　ソフトテニス：［あいづドーム（会津若松市）］

　家庭バレーボール：［あいづ総合体育館（会津若松市）］

　テニス：［運動公園テニスコート（会津若松市）］

6/11（金） 市町村体育協会会津地域連合会より中止通知文書受領

第１５回市町村対抗福島県軟式野球大会［ヨーク開成山スタジアム］

7/7（水） 第１回実行委員会［押切川公園体育館］

7/11(日) 合同練習会［押切川公園野球場］※毎週日曜日実施

～8/29(日)

7/7（水） 壮行会［喜多方市役所］※コロナ対策のため規規模を縮小して開催

9/5（日） 【大会結果】第１試合（一回戦）対泉崎村戦２－４で負け

3/18（金） 第２回実行委員会（書面開催） 　

9/25（土） 第８回喜多方こども駅伝大会［押切川公園スポーツ広場］【中止】

☛第１５回きたかた駅伝競走大会参照

（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

公益財団法人喜多方市体育協会

令和３年度 事 業 報 告 書

　［★：単年度／【新】：新規］

▼定款第４条（１）市民の健康増進と体力の向上に関すること　　に係る関係事業

※コロナ禍の
ため参加者を
県内在住８００
名に限定

▼定款第４条（２）各種体育大会等への役員、競技者派遣に関すること　　に係る関係事業

※三方部持ち
回り
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10/3（日） 第３１回福島県市町村ゲートボール大会［信夫ケ丘総合運動公園］【不参加】

【理由】予選会（第３５回喜多方市民ゲートボール大会）が実施できないため。

第８回市町村対抗福島県ソフトボール大会［相馬光陽ソフトボール場（相馬市）]

7/15（木） 第１回実行委員会［押切川公園体育館］

7/21（水） 合同練習会［押切川公園スポーツ広場］※次回以降コロナ禍のため練習中止

9/15（水） 合同練習会［押切川公園スポーツ広場］※以降再開（毎週水曜日）

9/19(日) 練習試合[押切川公園スポーツ広場]

10/10(日) 　　　　　〃

10/17(日) 　　　　　〃

10/24(日) 【大会結果】第１試合（２回戦）対棚倉町戦４－１０で勝ち

10/30(土) 【大会結果】第２試合（３回戦）対塙町戦１－８で勝ち

　〃 【大会結果】第３試合（４回戦）対矢吹町戦７－１０で勝ち

11/3(水) 【大会結果】第４試合（準決勝）対郡山市戦３－２で負け

10/20（水） 壮行会［喜多方市役所］※コロナ対策のため規規模を縮小して開催

3/24（木） 第２回実行委員会（書面開催）

第３３回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会［白河市～福島市１６区間］

7/9（金） 第１回参加に係る打合せ会（市体協・生涯学習課・陸協）［市役所４階第二委員会室］

7/20（火） 第１回実行委員会［押切川公園体育館］

7/27（火） 合同練習会［押切川公園スポーツ広場］※台風で中止

7/29（木） 合同練習会［押切川公園体育館］※次回以降コロナ禍のため練習停止

8/4（水） チーム説明会※新型コロナウイルス感染症の拡大状況を受け中止

8/27（金） 第２回参加に係る打合せ会（市体協・生涯学習課・陸協）［市役所３階第一会議室］

8/31（火） 合同練習会［押切川公園スポーツ広場］※以降再開（毎週火木曜日）

9/10（金） 第２回実行委員会［書面開催］※「チーム活動の基本方針」の改正承認

9/27（月） 第三回大会参加に係る打合せ［喜多方市役所］

11/3（水） 強化練習会［あいづ陸上競技場］

11/6(土) コース試走[各区間]

11/7(日） 　　　　　〃

11/13（土） 　　　　　〃

11/14（日） 　　　　　〃

11/15（月） チーム最終打合せ［押切川公園体育館］

11/16（火） 壮行会［喜多方市役所］※コロナ対策のため規規模を縮小して開催

11/20（土） 最終合同練習会［押切川公園スポーツ広場］

大会前日宿泊［ホテルニュー日活］※１～６区関係者のみ宿泊

11/21（日） 【大会結果】総合１４位　市の部８位

12/10（金） 市長へ加藤伸治選手３０回連続出場報告会［喜多方市役所］

3/24（木） 第２回実行委員会［書面開催］

月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　　考

(未定) 令和３年度スポーツ指導者講習会（第９回）［押切川公園体育館］【中止】

【理由】新型コロナウイルス感染症により。

▼定款第４条（３）スポーツ指導者の養成及び資質向上に関すること　　に係る関係事業

救命救急関
係予定
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3/5（土） 令和３年度スポーツ指導者講習会（第１０回）［押切川公園体育館］【中止】

【理由】まん延防止等重点措置期間内になってしまったため。

月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　　考

第７４回福島県総合体育大会県民スポーツ大会喜多方市予選大会【中止】

6/6（日）　開会式・卓球・バドミントン・家庭バレーボール［押切川公園体育館メイン・サブ］

6/6（日）　ソフトテニス・テニス［熱塩加納運動場テニスコート］

6/13（日）　壮年ソフトボール［熱塩加納運動場多目的広場］

4/28（水） 主管依頼・開催案内等文書発出

5/14（金） 打合せ抽選会［押切川公園体育館会議室］

5/28（金） 新型コロナウイルス感染症及び会津地域大会中止のため中止通知文書発出

6/13（日） 第３５回喜多方市民ゲートボール大会［ＪＡ会津よつば高齢者活動支援施設屋内

ゲートボール場/夢の森屋内運動施設］【中止】

5/25（火） 無期延期の通知文書発出

2/15（火） 喜多方市ゲートボール協会（会長・顧問）・市体協（専務理事・書記）の協議により

新型コロナウイルス感染症により中止決定。

令和３年度喜多方市民バレーボール大会［押切川公園体育館メイン］

6/2（水） 主管依頼・開催案内等文書発出

6/29（火） 抽選会［押切川公園体育館会議室］

7/4（日） 【大会結果】優勝：ＡＧＡＳＳＥ　準優勝：フラワーズ　第３位：ＨｏｎｙＢｅｅ ３チーム参加

9/14（火） 事業の実績及び決算報告書受領

令和３年度喜多方市民ソフトボール大会［押切川公園スポーツ広場］

6/3（木） 主管依頼・開催案内等文書発出

7/14（水） 打合せ抽選会［押切川公園体育館会議室］

7/30（金） 【大会結果】優勝：松山町・上三宮町体育協会　準優勝：喜多方南区体育協会 ナイター

棄権：関柴町体育協会 ３チーム参加

10/4（月） 事業の実績及び決算報告書受領

8/8（日） 第５２回喜多方市民水泳大会［市民プール］【中止】

7/30（金） 運営打合せ会［押切川公園体育館会議室］

8/4（水） 福島県新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令のため中止通知文書発出

8/23（月） 事業の決算報告書受領

第７回喜多方市民バスケットボール大会【中止】

8/14(土)～15(日)　一般の部　［押切川公園体育館メイン・サブ］

8/21(土)～22(日)　中学生の部　［押切川公園体育館メイン・サブ］

8/28(土)～29(日)　小学生の部　［押切川公園体育館メイン］

8/10（火） 福島県新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令のため主管協会と協議し正副

会長の承認により中止

10/29（金） 事業の実績及び決算報告書受領

8/15（日） 第１８回喜多方市民サッカー大会［押切川公園スポーツ広場］【中止】

7/9（金） 主管依頼・開催案内等文書発出

8/5（木） 打合せ抽選会［押切川公園体育館会議室］

8/6（金） 福島県新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令を受け9/26(日)に日程変更

▼定款第４条（４）各種講習会、競技会等の開催に関すること　　に係る関係事業

ｽﾄﾚｯﾁ・ｳｫｰﾑ
ｱｯﾌﾟ・自重を
使った筋力ｱｯ
ﾌﾟを予定
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等通知文書発出

9/9（木） 福島県新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間延長(～9/30(日))を受け主管

協会に中止・延期の問合せ

9/11（土） 主管協会より中止の要望

9/13（月） 正副会長の承認により中止を決定／各町体協へ中止通知文書発出

10/5（火） 事業報告書・決算書受領

9/5（日） 令和３年度喜多方市民剣道大会［押切川公園体育館メイン］【中止】

8/11（水） 主管依頼・開催案内等文書発出

8/18（水） 中止文書発出【理由】福島県新型コロナウイルス感染症非常事態宣言の延長により

宣言期間内になってしまったため。

10/19（火） 事業報告書・決算書受領

9/25（土） 第１５回きたかた駅伝競走大会［押切川公園スポーツ広場］【中止】 当初

4/8（木） 開催・事務引継ぎに係る打合せ［押切川公園体育館応接室］ 9/12（日）

5/7（金） 開催・事務引継ぎに係る打合せ（第２回）［押切川公園体育館応接室］

5/28（金） 第１５回きたかた駅伝競走大会及び第８回喜多方こども駅伝大会に係る打合せ

［中央公民館会議室］

6/11（金） 第１５回きたかた駅伝競走大会及び第８回喜多方こども駅伝大会開催に係る事前

打合せ［喜多方プラザ第二会議室］

6/24（木） 第１５回きたかた駅伝競走大会及び第９回喜多方こども駅伝大会要項検討会

［押切川公園体育館］

6/25（金） 第１回実行委員会［喜多方プラザ小ホール］

→第８回喜多方こども駅伝大会と同日開催正式決定

7/19（月） 生涯学習課と業務分担に係る打合せ［押切川公園体育館会議室］

7/28（水） 通行止めに関する打合せ［押切川公園体育館会議室］

8/16（月） 実行委員長より中止の通知文書受領

8/20（金） 各町体協へ中止通知文書発出

10/1(金） ★【新】オクトーバー・ランアンドウォーク２０２１喜多方大会

～31（日）

9/22（水） 各団体・各施設代表者にポスター掲示と周知依頼文書発出

令和３年度喜多方市民野球大会［押切川公園野球場］ 当初予定日

7/8（木） 主管依頼・開催案内等文書発出

7/29（木） 打合せ抽選会［押切川公園体育館会議室］

8/6（金） 福島県新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令を受け日程変更等通知文書発出

9/15（水） 再開催通知文書発出

10/3（日） 大会実施日

11/1（月） 事業の実績及び決算報告書受領

10/3（日） ★２０２１オリンピックデーラン喜多方大会（１７回目）［押切川公園スポーツ広場

/押切川公園体育館/他］【中止】

7/9（金） ＪОＣより中止・延期の申し入れ

8/2（月） 主催者（市体協会長・生涯学習課長・陸協会長）の開催可否検討会で中止決定

［市役所第三会議室］

8/2（月） ＪОＣに中止を通知し代替事業として「オリンピック教室」を希望を申し入れ

8/17（火） 関係団体・関係者に中止の通知

第５６回喜多方市民柔道大会［喜多方市武道館］

8/9(月)～
12(水)
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9/30（木） 主管依頼・開催案内等文書発出

10/16（土） 大会実施日

11/2（火） 事業報告書・決算書受領

10/24（日） 第１２回喜多方市民テニス大会［熱塩加納運動場テニスコート］【中止】

9/14（火） 主管協会より新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止の要望

9/16（木） 正副会長の承認により中止を決定

9/22（水） 事業報告書・決算書受領

第４０回喜多方市民弓道大会［喜多方市武道館弓道場］

10/13（水） 主管依頼・開催案内等文書発出

10/31（日） 大会実施日

11/24（水） 事業報告書・決算書受領

11/3（水） 第３７回蔵のまち喜多方健康マラソン大会［押切川公園体育館/押切川公園スポーツ

広場～市内各コース］【中止】

8/2（月） 主催者（市体協会長・生涯学習課長・陸協会長）の開催可否検討会で中止決定

［市役所第三会議室］

第４１回喜多方市民バドミントン大会［押切川公園体育館メイン・サブ］

10/25（月） 主管依頼・開催案内等文書発出

11/21（日） 大会実施日

11/22（月） 事業報告書・決算書受領

第２９回喜多方市民インドアソフトテニス大会［押切川公園体育館メイン］

11/30（火） 主管依頼・開催案内等文書発出

1/8（土） 大会実施日　①中学男子の部②中学女子の部

1/9（日） 　　〃　　　　　③男子Ⅰ部④男子Ⅱ部⑤女子Ⅰ部⑥女子Ⅱ部⑦壮年の部

1/10（月） 　　〃　　　　　⑧ミックスの部⑨スポ少の部

2/2（水） 事業報告書・決算書受領

2/6（日） 第５５回喜多方市民卓球大会［押切川公園体育館メイン］【中止】

1/12（水） 主管依頼・開催案内等文書発出

1/26（水） 市内学校の新型コロナウイルス感染症の拡大状況などを考慮し感染防止の観点から

喜多方市卓球協会会長・副会長より中止の申入れ

1/26（水） 関係団体・関係者に中止の通知文書発出

2/7（月） 事業報告書・決算書受領

第７回喜多方市民ボウリング大会［喜多方スターボウル］

1/13（木） 理事・監事・評議員・加盟団体・来賓等に開催案内等文書発出

2/24（木） 理事・監事・評議員・加盟団体・来賓等に開催日の変更通知文書発出

3/27（日） 大会実施日

3/30（水） 事業報告書・決算書作成

3/15（火） ★【新】オリンピック教室［第三中学校］【中止】

10/29（金） ＪОＣへ２０２１開催意向調査書（開催意思表示等）を提出

11/19（金） ＪОＣへ２０２１開催意向調査書（予算対象校の報告等）を提出

2/2（水） ＪОＣへ事前アンケートを提出

2/15（火） ＪОＣへ県内・全国の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により教委から中止の

の連絡を行う

　　※予：⇒予備日or第２候補日

　　※〈市民スキー大会〉は平成15年度の第43回大会より当面の間中止。
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交付期間 交　付　先 結　　果

～Ｒ３.６ 　熱塩加納体協・塩川体協・山都体協・高郷体協 実施

Ｒ４.３ 　加盟団体（３３団体） 実施

月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 結　　果

　※スポ少総会に一任 ＊

月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 結　　果

＊ ※R２-６は押切川公園体育施設の指定管理者に立候補せず ＊

月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　　考

（公財）喜多方市体育協会表彰事業

1/24（月） 令和３年度表彰者選考委員会

1/31（月） 令和３年度第二回表彰者選考委員会（書面表決）

1/31（月） 表彰者選考委員長から会長に答申

1/31（月） 会長承認→決定

3/22（火） 令和３年度表彰者を令和３年度第五回理事会（決議の省略）で役員（理事・監事）

に報告

3/30（水） 令和３年度表彰者を令和３年度第四回評議員会（決議の省略）で評議員に報告

会津地域連合会・県体協表彰候補者推薦事業

▶（公財）福島県体育協会令和３年度表彰

→該当者なし

▶令和３年度市町村体育協会会津地域連合会表彰

→該当者なし

一般表彰候補者推薦事業（体育功労者文科大臣表彰/市表彰/他）

▶令和３年度喜多方市表彰

→南区選出元評議員　佐々木　義則氏を推薦→受賞

→元山都町体育協会副会長　佐藤　善太郎　氏を推薦→受賞

▶令和３年度喜多方市教育委員会表彰

→該当者なし

（→スポ少本部長名で２名推薦したが受賞せず）

▶令和３年度福島県文化功労賞

→該当者なし

▶令和３年度福島県文化・スポーツ知事感謝状

→該当者なし

▼定款第４条（５）加盟団体の援助に関すること　　に係る関係事業

▼定款第４条（８）スポーツについての功労者の表彰に関すること　　に係る関係事業

▼定款第４条（６）スポーツ少年団に関すること　　に係る関係事業

　　※会長が喜多方市スポーツ少年団「本部長」に委嘱されている。

▼定款第４条（７）体育施設の管理運営に関すること　　に係る関係事業

※注意；ａ「前年度実績及び決算関係書類・今年度計画及び予算関係書類」と「加盟団体調査報告書」

　　　　　　　の提出がない加盟団体には交付しない。　

　　　　　ｂ負担金及び新規加入金が未納である加盟団体には交付しない。
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月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　　考

通年 印刷機リース事業（Ｒ２～６）

▶利用団体数：１２団体

▶利用件数：１３０回（本協会使用分含む）

各種事業・イベントの後援等事業

5/3（月） 事業名：第61回福島県実業団男子ソフトボール選手権大会

～5/4（火） 申請団体：会津ソフトボール協会

種別：名義後援

5/9（日） 事業名：第５１回福島県ろうあ者スポーツ大会

申請団体：一般社団法人福島県聴覚障害者協会

種別：名義後援（令和３年４月１４日付け３喜体協第８号）

8/28（土） 事業名：第８回喜多方ラーメン杯指導者交流会　藏の街喜多方　高原・湖　四季の

～8/29（日） 　　　　　 彩り北塩原　中学校野球交歓大会

申請団体：福島県中学野球競技力向上委員会

種別：名義後援

3/6（日） 事業名：第６０回会津熱塩三ノ倉スキー大会

申請団体：会津熱塩三ノ倉スキー大会実行委員会

種別：共催

通年 情報公開事業 実施

○定款・Ｒ３事業計画書・Ｒ２事業報告書・Ｒ３予算書・Ｒ２決算書・関係者名簿

　・組織図をＨＰで公開

○ＨＰを活用し市内外へ各種情報を発信

通年 各種事務事業 実施

○各団体事務局・各種実行委員会事務局・各種大会事務局を担当。

3/26（土） 令和３年度表彰式［押切川公園体育館］

3/26（土） 令和３年度納会［新丁子屋］【中止】

※各団体事務局・各種実行委員会事務局は、「令和３年度業務報告書　２．各団体事
務局に関する事項（１）団体事務局（２）実行委員会事務局」を参照

新型コロナウ
イルス感染症
により開催中
止

新型コロナウ
イルス感染症
により開催中
止

▼定款第４条（９）その他目的を達成するために必要な事業に関すること　　に係る関係事業

新型コロナウ
イルス感染症
により開催中
止
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