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公益財団法人 新潟市体育協会 



区　分 事　　業　　名 開 催 月 日 内　容

5月28日 H26事業報告・収支決算

3月24日 H28年度事業計画・収支予算・資金調達

5月14日 H26事業報告・収支決算

1月7日

・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
・賛助会員感謝状贈呈の選考
・特別賞の選考

3月9日 H28年度事業計画・収支予算・資金調達

各専門委員会 各会2回 総務・財務・普及広報・育成強化

政令指定都市体育協会研究協議会 8月27日～28日 課題等の研究協議及び情報交換（岡山市）

区体育協会代表者会議（懇談会） 11月17日 事例発表　「ジュニア育成への取組み」

広報誌編集会議 6回 「躍動」編集

新年祝賀会・表彰 2月3日 222人（ホテルオークラ新潟）

講習会
研修会

指導者等研修会 3月19日
新潟市東総合スポーツセンター
ジュニア選手の瞬発力を高めるトレーニングの理論と実践
29人

第51回春季市民総合体育祭 4～6月 21種目　  6,769人

第51回秋季市民総合体育祭  8～3月 35種目　　8,849人

第15回市民サッカー大会  5月31日～7月18日 97チーム　1,250人

第23回市民ゴルフ親善大会（夏季） 7月11日 新津カントリ－クラブ　171人

第24回市民ゴルフ親善大会（秋季） 10月31日 新潟ゴルフ倶楽部　　165人

「体育の日」体力づくりの集い 10月12日 陸上競技場　2,200人

第27回市民綱引き大会 2月21日
鳥屋野総合体育館
72チーム　733人

第50回新潟市早起き野球大会  5月17日～7月26日 176チーム　3,520人

新潟市少年少女スポーツ大会 7月25日～8月 2日
325チーム　4,412人
　野球・ミニバス・バレ－・サッカ－

第33回新潟シティマラソン 10月11日 44都道府県　13,369人

2015新潟シティライド 6月7日
陸上競技場発着コース
ロング120km・ショート33km　　662人

各区共催事業 通年

 強化事業 ジュニア強化事業 通年 27団体

平成27年度登録業務 4 ～6月 117団（団員2,018人、指導者507人）

第37回県スポ－ツ少年団軟式野球交流大会
新潟地区予選会

5月9日～6月7日 37チーム

少年団たすきリレー10kmマラソン 10月12日 陸上競技場　750人

各種大会への助成  通　　年 12大会／参加者3,337人

各種大会の共催・後援 通　　年 共催6件　後援37件

スポーツ功労者表彰 11月13日 新潟東急REIホテル　11人

ジュニア優秀競技者表彰 14種目　62人

スポーツグランプリ表彰
小林かなえ（聖籠中出・新潟商業高校・フェンシング）
中野　未夢（東石山中出・長岡大手高校・水泳）

賛助会員感謝状 4団体・個人1

特別賞 小柳　亮太（光晴中出・東京農業大学・相撲）

国際ユースサッカーin新潟 7月18日～7月20日
デンカビックスワンスタジアム他
Ｕ17 メキシコ・セルビア・日本代表・新潟選抜 ４チーム参

日韓親善少年サッカー交流 ７月下旬 新潟市開催中止（韓国内ウイルス感染等により）

理事会

 表　　彰

国際交流

2月3日

平成２７年度　（公財）新潟市体育協会　事業報告

 スポーツ
少年団

 会　　議

 主催事業

共催事業

 助成事業

総会（評議員会）

下越連絡協議会委員総会  4月23日  26年度事業報告・収支決算／27年度事業計画・予算



 
 

 １ 公益目的事業(公 1) 

 

１ 講習会・研修会事業 （決算額：９７，９７５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、機運の醸成を 

図ることのほか、競技種目指導者の育成を行うために実施した。 

（１）市民健康づくり教室 （０円） 

体育の日に市民を対象とした５０ｍ走や立幅跳びなどの体力測定を実施することで、健

康作りの機運醸成を図った。 

    ・開 催 日：平成２７年１０月１２日（祝） 

    ・開催場所：新潟市陸上競技場 

    ・参加対象者：市民 

    ・参加者数：１，４５０人 

（２）スポーツ指導者講習会 （９７，９７５円） 

指導者の資質向上を目的として筑波大学からトレーニング学の専門講師を招き、講習会

を実施した。 

  「新常識！ジュニア選手の瞬発力を高めるトレーニングの理論と実践」 

・開 催 日：平成２８年３月１９日（土） 

    ・開催場所：新潟市東総合スポーツセンター 研修室・サブアリーナ 

    ・参加対象者：ジュニアスポーツクラブの指導者・指導者を志す学生等  

    ・参加者数：２９人 

 

２ 主催・共催事業(スポーツ大会等) （決算額：３，５６８，３７６円） 

   当協会および新潟市・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

開催した。 

（１）市民総合体育祭 （１，１９９，９２０円） 

スポーツを通じた市民の健康増進と競技力の向上を目的として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２１種目，秋季３５種目  

・開催期間：春季４月～６月，秋季８月～１１月，３月 

・開催場所：新潟市陸上競技場他 市内体育施設 

・参加対象者：市民 

・参加者数：１５，６１８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：５月３１日（日）～７月１８日（土） 

    ・開催場所：新潟市鳥屋野運動公園球技場 他 

    ・参加対象者：市民 

    ・参加者数：９７チーム  １，２５０人 



 
 

（３）市民綱引き大会 （３２０，０００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２８年２月２１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：７２チーム  ７３３人 

（４）市民ゴルフ親善大会  

生涯スポーツの普及推進とゴルフを通して市民の健康増進および参加者相互の親睦を 

目的に開催した。 

   ・開 催 日：夏季７月１１日（土），秋季１０月３１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１７１人／秋季１６５人 

（５）「体育の日」イベント開催 （１，２３８，４５６円） 

    市民が健康でいつでも、どこ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１２日（祝）「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：２，２００人  

 （６）イベント等開催支援 （５０，０００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７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：６６２人 

 

３ 強化事業 （決算額：８，９５０，０００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支援した。 

（１）ジュニア強化（８，０００，０００円） 

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２７競技団体 

    ・実施期間：通年 

 （２）ジュニアアスリート育成事業（９５０，０００円） 

    ２０２０年に東京オリンピックが開催されることから、次代を担うオリンピック・国際

大会選手などの誕生に向け、ジュニア強化事業を実施している競技団体と連携を図り、オ

リンピックメダリストやその指導者を招聘し指導者及びジュニア選手を一堂に会した育成

強化事業を開催した。 

    ・年間５事業 

・実施種目：バスケットボール（ＮＢＡマブス傘下所属・日本代表選手） 

ホッケー（スペイン代表選手・ワールドカップ出場） 

バレーボール（北京オリンピック出場／Ｖリーグアンバサダー） 

ボクシング（ロンドンオリンピックコーチ） 

柔道（ロンドンオリンピック入賞・世界選手権メダリスト） 

 

４ スポーツ少年団事業 （決算額：２６，４３６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

青少年の健全育成に資するため支援した。 

（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：登録：１１７団 指導者：５０７人 団員２，０１８人 

    ・下越連絡協議会委員総会：４月 

    ・新潟市スポーツ少年団交流事業： 

１０月１２日「体育の日」(たすきリレー１０㎞マラソン)※再掲 

    ・新潟県スポーツ少年団軟式野球交流大会新潟地区予選会及び地区代表戦：５～６月 

・地区スポーツ大会の開催等：通年 

 

５ 助成事業 （決算額：４８０，０００円） 

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 

要する経費の一部を助成した。 

① 桜花乗馬大会   

② 第 20回新潟県バウンドテニス選手権大会 

③ 第 35回新潟市長杯ヨットレース大会  

④ 新潟県テニス選手権兼全日本選手権予選 

⑤ 第 42回新潟市長杯ソフトボール大会  

⑥ 第 40回全日本クラブ野球選手権第二次予選北信越地区大会  

⑦ 平成27年度秋季市長杯争奪軟式野球大会 

⑧ 第 51回新潟市長杯ボウリング大会  

⑨ 第 48回信濃川レガッタ 



 
 

⑩ 第7回オールミックス・インディアカ親善大会 

⑪ 第 31回県下柔道大会 

⑫ 第 38回ＪＯＣ春季水泳競技大会県予選会 

 

    ※開催期間：通年／参加者３，３３７人 

 

６ 表彰事業 （決算額：３４３，９４７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躍 

し、話題を提供した者に対して表彰を行った。 

（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、更なる活躍ならびにジュ

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２８年２月３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 １４種目６２人 

（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２８年２月３日（水） 

・開 催 場 所：ホテルオークラ新潟 

・表彰対象者：小林かなえ（聖籠中出、新潟商業高校）フェンシング 

中野 未夢 （東石山中出、長岡大手高校）水泳 

    ・特別賞対象者：小柳 亮太（光晴中出、東京農業大学）相撲 

（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った。 

   ・開 催 日：平成２８年２月３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  ４団体、個人１人 

 

７ 国際交流事業  （決算額：１２，０００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・助成を行った。         

（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１８日（土）～２０日（月） 

 ・開催場所：デンカビッグスワン他 

 ・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 

 



 
 

８ 広報活動事業 （決算額：３５４，２９０円） 

当協会およ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 

   て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行った。 

  （１）広報誌「躍動」の発行 

    スポーツの普及・振興を目的として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 

各種イベント講習会等の開催告知のほか、提出書類書式の掲載や市内優秀選手の大会 

成績など年間を通じ情報発信している。 

 

９ 区体育協会支援事業 （決算額：５，４１５，７３０円） 

各区のスポーツ普及振興なら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（５，３５８，０００円） 

開催期間：通年 

①  北 区    ８１１，０００円  エンジョイスポーツin北区 他 

②  東 区    ４１６，０００円  ジュニア技術講習会 他 

③ 中央区    ３２６，０００円  少年野球交流大会 他 

④  江南区    ５８９，０００円  ソフトボール大会 他 

⑤ 秋葉区    ３０１，０００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  ２，０００，０００円  区体協杯バドミントン大会 他 

（２）区体育協会代表者会議（５７，７３０円） 

・開 催 日：１１月１７日（火） 

  ・場  所：新潟東急ＲＥＩホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ⅳ 法人事業 

 

１ 会 議 （決算額：４１４，２６８円） 

 （１）理事会  

・５月１４日（木）  事業報告書、収支決算書等の承認 他 

・１月 ７日（木）  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 ９日（水）  事業計画書、収支予算書等の決議 他 

（２）評議員会 

・５月２８日（木）  事業報告書、収支決算書等の承認 他 

・３月２４日（木）  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 

・１１月２５日（水）  体協財団設立５０周年記念事業について 他 

・１２月２２日（火）  ジュニア優秀競技者及びスポーツグランプリ選考 他 

財務委員会     

・ ９月１７日（木）  予算執行状況について 他 

２月１８日（木） 基本財産運用の方向性について 他 

普及・広報委員会 

・１１月１１日（水） 広報誌の概要検討 他 

育成・強化委員会  

・ ２月１０日（水） ２８年度新規事業スーパージュニア育成事業について 

ジュニア強化費配分額に関すること 他 

 （４）区体育協会代表者会議（懇談会） ※再掲 

    開催日：１１月１７日（火） 新潟東急ＲＥＩホテル 主要内容：講演、情報交換会 

（５）政令指定都市体育協会研究協議会 

主要内容：各政令指定都市提案に関する研究および協議・情報交換会 他 

・期 日  平成２７年８月２７日（木）～２８日（金） 

    ・場 所  岡山市 アークホテル岡山 ２名参加 

    


