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平成２５年４ 月 １ 日 か ら
平成２６年３月３１日まで

公益財団法人

新潟市体育協会

平成２５年度 （公財）新潟市体育協会 事業報告

区分

事 業 名
総会（評議員会）
理事会

会 議 各専門委員会
政令指定都市体育協会研究協議会
区体育協会代表者会議（懇談会）
広報誌編集会議
新年祝賀会・表彰
研修会 市民健康づくり教室
講習会 スポーツ指導者講習会
第49回春季市民総合体育祭
第49回秋季市民総合体育祭
第13回市民サッカー大会
主催事業 第16回市民ゴルフ親善大会（夏季）
第17回市民ゴルフ親善大会（秋季）
「体育の日」体力づくりの集い
第25回市民綱引き大会
第48回新潟市早起き野球大会
新潟市少年少女スポーツ大会
共催事業
第31回新潟シティマラソン
各区共催事業
強化事業 ジュニア強化事業
平成25年度登録業務
スポーツ 第35回県スポ－ツ少年団軟式野球交流大会
少年団 新潟地区予選会
下越連絡協議会委員総会

各種大会への助成
各種大会の共催・後援
スポーツ功労者表彰
ジュニア優秀競技者表彰
表 彰
スポーツグランプリ表彰
特別賞
国際ユースサッカーＩＮ新潟
国際交流
日韓親善少年サッカー交流
助成事業

開催月日
5月30日
3月26日
5月16日
1月8日
3月12日
各会1～2回
9月19日～20日
11月21日
11月2回・12月3回
1月4回
2月5日
3月23日
2月9日
4～5月
体育の日中心
6月2日～7月20日
7月20日(土)
11月9日(土)
10月14日(祝)
2月23日(日)
5月18日～7月20日
7月29日～8月4日
10月13日(日)
通年
通年
4 ～6月
5月11日～6月9日
4月23日
11月28日
通 年
通 年
11月21日

内容
・H24事業報告・収支決算
・H26年度事業計画・収支予算・資金調達
・H24事業報告・収支決算
・ジュニア優秀競技者受賞者選考
・スポーツグランプリの選考
・功労賞感謝状贈呈者該当者の選考
・理事選考方法
・H26年度事業計画・収支予算・資金調達
総務・財務・普及広報・育成強化
・課題等の研究協議及び情報交換
講演 テーマ「私とオリンピック」について
トップ選手の育成や地域における選手発掘・育成
「躍動」編集・ホームページ
227人（ホテルオークラ新潟）
鳥屋野総合体育館
健康ウォーキングセミナー 144人
東総合スポーツセンター
ジュニアアスリートのための栄養教室 70人
19種目 6,823人
36種目 10,139人
95チーム 1,120人
新津カントリ－クラブ 166人
新潟ゴルフ倶楽部 177人
新潟市陸上競技場 1,600人
新潟市鳥屋野総合体育館
51チーム 520人
197チーム 3,940人
330チーム 4,588人
野球・ミニバス・バレ－・サッカ－
43都道府県 13,128人

24団体
113団 1,984人 指導者449人
40チーム 666人
24年度事業報告・収支決算
下越地区大会会場選定
13大会 5,647人
共催7件 後援34件
新潟東急イン 11人
10種目 27人
2月6日
古俣潮里（新潟高校・フェンシング）
小林将也（日本大学・北高出 ボクシング）
日本文理高校野球部
力ビッグスワン他
7月13日～15日 東海外北電2・日
本代表・県選抜（計4チーム）
7月26日～29日 会場：韓国ウルサン市訪問

１ 公益目的事業(
公益目的事業(公 1)
１ 講習会・研修会事業 （決算額：３８２，６５５円）
市民が運動を通して健康づくりに関する取り組みの一助とするとともに、機運の醸成
市民が運動を通して健康づくりに関する取り組みの一助とするとともに、機運の醸成
を図ることのほか、競技種目指導者の育成を行うために開催する。
（１）市民健康づくり教室 （決算額：２９９，０３３円）
静岡を拠点に全国的に活動している元競歩の国体選手を招き、初心者でもすぐに実践で
きる正しいウォーキング法についての指導を実践した。
〔君塚正道のウォーキング教室〕
・開 催 日：平成２６年３月２３日（日）
・開催場所：新潟市鳥屋野総合体育館
・参加対象者：市民
・参加者数：１４４人
（２）スポーツ指導者講習会 （決算額：８３，６２２円）
ジュニアアスリートの試合前後における食事法や試合中の栄養補給のポイントなど学ぶ
ことを目的に、指導者のほかその選手の保護者を対象に資質向上と指導活動の充実を図る
ため、公認スポーツ栄養士を招き試合中などにおける栄養補給のポイントや試合当日にお
勧めの「お弁当」を、参加者全員で食事する昼食会で実践した。
〔よくわかる！ジュニアアスリートのためのかんたん栄養教室～お弁当で実践～〕
・開 催 日：平成２６年２月９日（日）
・開催場所：新潟市東総合スポーツセンター
・参加対象者：加盟団体・スポーツクラブ指導者及び選手の保護者
・参加者数：７０人
２ 主催・
主催・共催事業
共催事業(
事業(スポーツ大会等)
スポーツ大会等) （決算額：３，８０９，０１８円）
当協会及び新潟市・加盟団体・各実行委員会が主催・共催となり、スポーツを通じて市民
の健康増進と競技力の向上を目的として、新潟市の体育施設において、各種スポーツ大会を
開催する。
（１）市民総合体育祭 （１，２１７，６００円）
スポーツを通じて、市民の健康増進と競技力の向上を目的とし、主管する加盟競技団
体へ運営を助成し、各種目のスポーツ大会を開催した。
・参加競技数：春季１９競技，秋季３６競技
・開催期間：春季４月～６月，秋季８月～１０月，３月
・開催場所：新潟市陸上競技場 他
・参加対象者：市民
・参加者数：１６，９６２人

（２）市民サッカー大会 （７６０，０００円）
サッカー大会の開催を通して、市民の一層の健康づくりとスポーツ振興を目的に開催した。
・開催期間：６月２日～７月２０日
・開催場所：新潟市陸上競技場 他
・参加対象者：市民
・参加者数：９５チーム

１，１２０人

（３）市民綱引き大会 （３００，０００円）
冬期間の運動不足解消と綱引きを普及するとともに、地域スポーツの振興と市民相互
の親睦を目的に開催した。
・開 催 日：平成２６年２月２３日
・開催場所：新潟市鳥屋野総合体育館
・参加対象者：市民
・参加者数：５１チーム

５２０人

（４）市民ゴルフ親善大会
生涯スポーツの一環として、ゴルフを通して市民の健康増進及び参加者相互の親睦を
目的に開催した。
・開 催 日：夏季７月２０日（土）
，秋季１１月９日（土）
・開催場所：夏季 新津ＣＣ／秋季 新潟ＧＣ
・参加対象者：市民
・参加者数：夏季１６６人／秋季１７７人
（５）
「体育の日」イベント開催 （１，４３２，７１９円）
高齢化社会に対応するため、市民が健康でいつでも、どこでも、いつまでも、気軽に
スポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現を目的に開催した。
・開催日：１０月１４日「体育の日」
・開催場所：新潟市陸上競技場
・実施種目：新潟市スポーツ少年団交流事業：たすきリレー１０㎞マラソン、
かけっこ教室、ソフトボール投げ、５０ｍタイムトライアル、
立ち幅跳び測定、簡易体力測定、サッカー教室、ターゲットバードゴルフなど
・参加対象者：市民
・参加者数：１，６００人
（６）イベント等開催支援 （９８，６９９円）
自転車を活用し市民の健康維持・増進、交流人口の拡大を図ることを目的に開催をする
新潟シティライドに開催費の一部として支援助成を行った。
・開 催 日：６月１６日（日）
・開催場所：新潟市陸上競技場発着コース
ロングライド（市内８区巡り １２０㎞）
ショートコース（新潟島～鳥屋野公園 ３３㎞）
・参加対象：小学生以上
・参加者数：４９２人

３ 強化事業 （決算額：８，０００，０００円）
（決算額：８，０００，０００円）
スポーツの振興と競技水準向上のため、ジュニア強化事業に関わる経費を助成し、加盟競
技団体が行うジュニア層の育成強化等の事業に寄与する。
（１）ジュニア強化
スポーツ振興と競技水準向上のために、ジュニア強化事業に関わる経費を助成し、計画
的・継続的な強化練習等を行うことでジュニア層の育成強化等の事業に支援した。
・実施種目：加盟２４競技団体
・実施期間：通年
４ スポーツ少年団事業 （決算額：５０，７８０円）
スポーツ少年団活動の目的達成のために、スポーツ少年団の普及、育成及び活性化を図り
スポーツ少年団活動の目的達成のために、スポーツ少年団の普及、育成及び活性化を図り
青少年の健全育成に資するため支援した
青少年の健全育成に資するため支援した。
した。
（１） スポーツ少年団育成
スポーツ少年団の普及と育成及び活性化を図り、青少年の健全育成に資するため、登録
受付や大会等の事業を行った。
・登録期間：４月～６月
・登録者数：指導者４４９人 団員１，９８４人
・下越連絡協議会委員総会：４月、１１月
・新潟市スポーツ少年団交流事業：
１０月１４日「体育の日」(たすきリレー１０㎞マラソン)※再掲
・地区スポーツ大会の開催等：通年
５ 助成事業 （決算額：１，１３０，０００円）
スポーツの普及振興並び
スポーツの普及振興並びに、その健全な発展を図ることを目的としたスポーツ大会に
並びに、その健全な発展を図ることを目的としたスポーツ大会に
要する経費の一部を助成した
要する経費の一部を助成した。
した。
① 桜花乗馬大会
② 第 84 回都市対抗野球第 1 次新潟大会
③ 第 48 回新潟市長杯ボウリング大会
④ 第 33 回新潟市長杯ヨットレース大会
⑤ 第 40 回新潟市長杯ソフトボール大会
⑥ 平成 25 年度秋季市長杯争奪軟式野球大会
⑦ 第 29 回県下柔道大会
⑧ 第 36 回全国ＪＯＣ春季水泳競技大会県予選会
⑨ 第 57 回全国高等学校選抜レスリング大会
⑩ 第 5 回オールミックス・インディアカ親善大会(福島、宮城、新潟)
⑪ 第 24 回北信越バウンドテニス親善交流大会
⑫ 第 28 回関東甲信越ラグビーフットボール不惑大会
⑬ 第 20 回大藤杯県内テニス大会
・開催期間：通年 参加者数：５，６８４人

６ 表 彰 （決算額：１８４，５０１円）
年間を通して顕著な成績をおさめたジュニア競技者と、アマチュアスポーツ界で最も活
年間を通して顕著な成績をおさめたジュニア競技者と、アマチュアスポーツ界で最も活
躍し、話題を提供した者に対して表彰を行った
躍し、話題を提供した者に対して表彰を行った。
行った。
（１）ジュニア競技者表彰
将来あるジュニア競技者で顕著な成績をおさめた者を表彰し、更なる活躍並びにジュニ
ア層の発展及び競技力の向上に資することを目的とする。
・開 催 日：平成２６年２月５日（水）
・開 催 場 所：ホテルオークラ新潟
・表彰対象者：顕著な成績をおさめた小学生から高校生

合計 １０種目２７名

（２）スポーツグランプリ表彰
アマチュアスポーツ界で最も活躍し、話題を提供した個人または団体に対して栄誉を
たたえ、更なる活躍と本市のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
・開 催 日：平成２６年２月５日（水）
・開 催 場 所：ホテルオークラ新潟
・表彰対象者：古俣 潮里（新潟高校）フェンシング女子エペ
・特別賞対象者：小林 将也（新潟北高校出）日本大学ボクシング部
：日本文理高校野球部
（３）賛助会員への感謝状の授与
当協会の趣旨に賛同され長年にわたり、協力いただいている賛助会員に感謝状を贈る。
・開

催

日：平成２６年２月５日（水）

・開 催 場 所：ホテルオークラ新潟
・授与対象者：永年賛助会員

平成２５年度該当者なし

７ 国際交流事業
国際交流事業 （決算額：０円）
スポーツを通じた国際交流は、諸外国との相互理解と友好親善の促進に大きな役割を果
たすとともに、競技力の向上とスポーツ振興に寄与することから、後援・助成をする。
（１）国際ユースサッカーＩＮ新潟(後援)
２００２ＦＩＦＡワールドカップ開催の誘致に向け、１９９７年から新潟県サッカー
協会等主催で開催している。
・開 催 日：７月１３日～１５日
・開催場所：東北電力ビッグスワン他
・参加年齢：１７歳以下の代表
・参加チーム：海外２チーム、日本代表、新潟県選抜の４チーム
（２）日韓交流少年サッカー親善試合(共催)
２００２ＦＩＦＡワールドカップ日韓開催を契機に、新潟市、新潟市サッカー協会等
が主催で韓国の開催一都市のウルサン市と少年サッカーの交流を行う。
・開 催 日：７月２６日～２７日
・開催場所：韓国ウルサン市(隔年交互)
・参加チーム：新潟市選抜チーム、ウルサン市代表チーム

８ 広報活動 （決算額：６３３，１１０円）
当協会及び加盟団体等の取り組みや活動内容において、スポーツの普及振興を目的とし、
当協会及び加盟団体等の取り組みや活動内容において、スポーツの普及振興を目的とし、
市民から関心や理解を得るために、広報誌の発行やホームページによる情報発信をするも
のである。
（１）広報誌「躍動」の発行
スポーツの普及・振興を目的とし、年間を通し加盟団体の活動や活躍選手と当市
のスポーツニュースを紹介する。
・発行時期：２月上旬
・発行部数：２０００部
・配 布 先：加盟団体、政令都市体育協会及び関係団体
（２）ホームページ掲載
イベントや講習会等の開催通知をはじめ、
各事業における情報を年間通じ発信している。
本年度のアクセス数は、年間約１７０，０００アクセスを記録しており、年々増加傾向と
なっている。
９ 区体育協会支援事業 （決算額：５，７１３，６３８円）
各区のスポーツ普及振興並びにその健全なる育成を図ることを目的とした区体育協会
事業の運営に要する経費を、事業内容に適した補助金を交付して支援する。
（１）区体育協会主要事業
① 北 区

８１１，０００円

総合体育大会 他

② 東 区

４１６，０００円

ジュニア技術講習会 他

③ 中央区

３２６，０００円

ドッジボール大会 他

④ 江南区

５８９，０００円

ソフトボール大会 他

⑤ 秋葉区

２４５，０００円

区民野球大会 他

⑥ 南 区

５８９，０００円

総合スポーツ大会 他

⑦ 西 区

３２６，０００円

少年野球大会 他

⑧ 西蒲区

２，３３８，０００円

区体協杯バドミントン大会 他

開催期間：通年
区体育協会代表者会議費（懇談会）

７３，６３８円

Ⅳ 法人事業
１ 会 議 （決算額：１，０８３，３６１円）
（１）理事会
・５月１５日（水） 主要内容：事業報告書、収支決算書等の承認、他
・１月 ８日（水） 主要内容：ジュニア優秀競技者及びスポーツグランプリの
被表彰者の審議・決定、他
・３月１２日（水） 主要内容：事業計画書、収支予算書等の決議、他
（２）評議員会
・５月３０日（木） 主要内容：事業報告及び収支決算書等の承認、他
・３月２６日（水） 主要内容：事業計画書、収支予算書等の承認 他
（３）専門委員会
・総務委員会

１２月１９日（水）
主要内容：ジュニア優秀競技者等被表彰者候補の選考 他

・財務委員会

４月２５日（木）
・６月１７日（月）
主要内容：基本財産運用益に関すること 他

・普及広報委員会

１１月２０日（水）
主要内容：広報誌の概要検討 他

（４）区体育協会代表者会議（懇談会） ※再掲
開催日：１１月２１日（木） 新潟東急イン 主要内容：講演、情報交換他
（５）政令指定都市体育協会研究協議会
主要内容：各都市提案に関する研究及び協議・情報交換会 他
・期 日

平成２５年９月１９日～２０日

・場 所

新潟東映ホテル

・参加者数 全国２０市政令都市 ５４人

