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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26日 H28事業報告・収支決算

3月23日 H30年度事業計画・収支予算・資金調達

5月11日 H28事業報告・収支決算

1月11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、新年祝賀会
・体協の名称変更

3月6日 H30年度事業計画・収支予算・資金調達

各専門委員会 各会2～3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 9月14日～15日 課題等の研究協議及び情報交換（相模原市）

財団設立50周年記念講演・祝賀会 10月21日 演題「2020年東京オリンピックに向けて」及び祝賀会

区体育協会代表者会議（懇談会） 12月5日 各区事業報告・他情報交換

広報誌編集会議 6回 「躍動」編集

新年祝賀会・表彰 2月8日 208人（ホテルオークラ新潟）

講習会
研修会

スポーツ指導者研修会 3月10日
スポーツ医科学センター
選手の力を最大限に引き出すコミュニケーション術　　62人

第53回春季市民総合体育祭 4～6月 25種目　  8,813人

第53回秋季市民総合体育祭  8～3月 34種目　　10,317人

第17回市民サッカー大会  6月4日～7月22日 96チーム　1,230人

市民親善ゴルフ大会（夏季） 7月15日 新津カントリ－クラブ　166人

市民親善ゴルフ大会（秋季） 11月11日 新潟ゴルフ倶楽部　　152人

健康・体力づくりのつどい 10月1日 陸上競技場　2,550人

第29回市民綱引き大会 2月25日
鳥屋野総合体育館
63チーム　637人

第52回新潟市早起き野球大会  5月21日～7月30日 156チーム　3,120人

新潟市少年少女スポーツ大会 7月15日～7月30日
330チーム　4,516人
　野球・ミニバス・バレ－・サッカ－

2017新潟シティライド 6月4日
陸上競技場発着コース
ロング120km・ミドル70㎞ショート33km　　710人

第35回新潟シティマラソン 10月9日 46都道府県他　12,957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29年度登録業務 4 ～7月 127団（団員2,156人、指導者580人）

第39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13日～6月11日 38チーム

少年団たすきリレー10kmマラソン 10月1日 陸上競技場　420人

各種大会への助成  通　　年 6大会／参加者2,178人

各種大会の共催・後援 通　　年 共催6件　後援33件

スポーツ功労者表彰 11月22日 ラマダホテル新潟　10人

ジュニア優秀競技者表彰 18種目　60人

スポーツグランプリ表彰
近藤　陸　（開志学園高・ボクシング）
相馬　夢乃（葛塚中・卓球）

賛助会員感謝状 該当なし

特別賞 該当なし

国際ユースサッカーin新潟 7月15日～7月17日
デンカビックスワンスタジアム他
Ｕ17メキシコ・クロアチア・日本代表・新潟選抜4チーム参加

日韓親善少年サッカー交流 7月29日～8月1日 新潟市開催（市選抜ＶＳウルサン市）

 表　　彰

国際交流

2月8日

平成２９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27日 28年度事業報告・収支決算／29年度事業計画・予算

理事会



 
 

 １ 公益目的事業(公 1) 

 

１ 講習会・研修会事業 （決算額：９２，４０８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

ほか、本市の競技力向上に向けて競技種目指導者の育成を実施した。 

（１）市民健康づくり教室 （０円） 

市民を対象に、体力測定など健康づくりに関する取り組みとして「健康・体力づくりの

つどい」を開催し、健康づくりの機運醸成を図った。 

    ・開 催 日：１０月１日（日） 

    ・開催場所：新潟市陸上競技場 

    ・参加対象者：市民 

    ・参加者数：２，１３０人 

（２）スポーツ指導者研修会 （９２，４０８円） 

日本ペップ（元気・活気・活力）トーク普及協会の寺本 強さんを講師にお招きし、試

合前に監督等が選手の力を伸ばすための言葉を使ったコミュニケーション術を学んだ。 

演 題「選手の力を最大限に引き出すコミュニケーション術」 

・開 催 日：平成３０年３月１０日（土） 

    ・開催場所：新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター 

    ・参加対象者：ジュニアスポーツクラブの指導者・保護者等  

    ・参加者数：６２人 

 

２ 主催・共催事業(スポーツ大会等) （決算額：３，４２０，８３４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、スポーツを通して市

民の健康増進と競技水準の向上を図ることを目的に、市内の体育施設にて、各種スポーツ

大会を開催した。 

（１）市民総合体育祭 （１，２５２，０７０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、主管する加盟競技団体に 

助成を行い、各種目のスポーツ大会を開催した。 

・参加競技数：春季２５種目，秋季３４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：１９，１３０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図ることを目的

に開催した。 

    ・開催期間：６月４日（日）～７月２２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：９６チーム  １，２３０人 

 



 
 

（３）市民綱引き大会 （２２０，０００円） 

冬期間の運動不足解消と綱引きの普及・振興を目的に、地域スポーツの振興と市民相互

の親睦を図るため開催した。 

 ・開 催 日：平成３０年２月２５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：６３チーム  ６３７人 

（４）市民親善ゴルフ大会  

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および参加者相互の親睦を

図ることを目的に開催した。 

   ・開 催 日：夏季７月１５日（土），秋季１１月１１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１５２人 

（５）健康・体力づくりのつどい２０１７ （１，１５８，７６４円） 

    市民が、誰もが、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１日（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 

逆上がり教室、かけっこ教室、５０ｍタイムトライアル、簡易体力測定 

立ち幅跳び測定、ターゲット・バードゴルフ、グラウンド・ゴルフなど 

    ・参加対象者：市民 

・参加者数：２，５５０人  

 （６）イベント等開催支援 （３０，０００円） 

①新潟市早起き野球大会 

早起き野球を通して、市民がスポーツに親しみ、参加者相互の親睦を図り豊かな社会生

活の増進に寄与することを目的に開催する早起き野球大会に支援を行った。 

・開催日：５月２１日（日）～７月３０日（日） 

・開催場所：新潟市鳥屋野運動公園野球場他 

・参加対象者：市内在住又は市内に勤務する者 

市内に在学の大学生、専門学校生、定時制高校生 

    ・参加者数：１５６チーム ３，１２０人 

②少年少女スポーツ大会 

夏休み期におけるスポーツ活動を通して、児童の心身の健康づくりと児童相互の親睦を

図ることを目的に開催をする少年少女スポーツ大会に共催事業として支援助成を行った。 

    ・開催日：７月１５日（土）～７月３０日（日） 

    ・開催場所：新潟市陸上競技場、新潟市鳥屋野総合体育館他 

    ・実施種目：野球、ミニバスケットボール、サッカー、バレーボール 

    ・参加対象者：市内児童 

    ・参加者数：３３０チーム  ４，５１６人 



 
 

③２０１７新潟シティライド 

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共催事業として支援を行った。 

    ・開催日：６月４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㎞）、ミドルライド（中央区～西蒲区 ７０㎞） 

     ショートコース（新潟島～鳥屋野潟 ３３㎞） 

    ・参加対象：小学生以上 

    ・参加者数：７１０人 

    ④新潟シティマラソン 

    萬代橋や柾谷小路などの市街地や、新潟ならではの水辺を望みながら走る日本陸連公認

コースで開催し、新潟の魅力発信や市民の健康増進・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マラソンに支援を行った。 

    ・開催日：１０月９日（祝・月） 

    ・開催場所：デンカビッグスワン発～新潟市陸上競技場着 

    ・参加対象者：市民他 

    ・参加者数：４６都道府県他 １２，９５７人 

 

３ 強化事業 （決算額：８，７００，０００円） 

   市内ジュニア選手の競技力向上を目的に、加盟団体と連携を図りながら将来有望な選手の

育成に取り組む。 

（１）ジュニア強化（６，７００，０００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・強化等の事業に寄与した。 

    ・実施種目：加盟２７競技団体 

    ・実施期間：通年 

 （２）にいがたスーパージュニア育成事業（１,５００，０００円） 

    オリンピックや国際大会等で活躍する選手の輩出に向け、全国トップレベルで活躍して

いる選手・コーチを「にいがたスペシャルコーチ」として委嘱し、より一層のジュニア強

化を図った。 

・実施種目：ボクシング（自衛隊体育学校 ＪＯＣ強化スタッフ 平野 義幸 他） 

柔   道（全日本柔道連盟女子コーチ 福見 友子 他） 

（３）目指せオリンピック！医科学サポート事業（５００，０００円） 

      選手強化の現場における傷害予防・コンディショニング調整を目的に、本協会が実施す

る「にいがたスーパージュニア育成事業」にスポーツトレーナー等の派遣を行い、本市の

さらなる競技力向上を図った。 

            

４ スポーツ少年団事業 （決算額：２３，２２２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および活性化を図り、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～７月 

    ・登録者数：少年団：１２７団 指導者：５８０人 団員：２，１５６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１日 たすきリレー１０㎞マラソン ４２０人※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および地区代表戦：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：１２０，０００円） 

スポーツの普及・振興ならびに、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。 

・開催期間：通年／参加者２，１７８人 

①第42回全日本クラブ野球選手権第一次新潟大会  

②平成29年度秋季市長杯争奪軟式野球大会     

③第53回新潟市長杯ボウリング競技大会      

④第9回オールミックスインディアカ大会 

⑤第50回信濃川レガッタ 

⑥第40回ＪＯＣ春季水泳競技大会新潟県予選会 

 

６ 表彰事業 （決算額：３３０，４８０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、

話題を提供した者を表彰した。 

（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、さらなる活躍ならびにジ

ュニア層の発展および競技力の向上に資することを目的とする。 

 ・開 催 日：平成３０年２月８日（木） 

 ・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 １８種目６０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、さら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３０年２月８日（木） 

・開 催 場 所：ホテルオークラ新潟 

・表彰対象者：近藤  陸（開志学園高校）ボクシング 

相馬 夢乃（葛塚中学校）卓   球 

    

 

 



 
 

７ 国際交流事業  （決算額：１５，８７５円） 

スポーツによる国際交流は、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、共催・後援を行った。          

（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１５日（土）～１７日（月） 

 ・開催場所：デンカビッグスワン他 

 ・参加年齢：Ｕ１７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、新潟市と韓国のウルサン市との間 

で少年サッカーの親善試合を実施した。 

 ・開催日：７月２９日（土）～８月１日（火）  

    ・開催場所：新潟市（市選抜ＶＳウルサン市） 

 

８ 広報活動事業 （決算額：３６３，０１０円） 

当協会および加盟団体等の取り組みや活動内容について、スポーツの普及・振興ならびに

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、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：２２００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、市民総合体育祭の開催告知や提出書類等の掲載 

   ・「栄光の記録」の掲載（年２回） 

 

９ 区体育協会支援事業 （決算額：４，８４７，２４０円） 

各区のスポーツ普及・振興を図ることを目的とした区体育協会の事業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した。 

（１）区体育協会主要事業（４，８００，０００円）／開催期間：通年 

①  北 区    ７５０，０００円  エンジョイスポーツin北区 他 

②  東 区    ４２０，０００円  ジュニア技術講習会 他 

③ 中央区    ３５０，０００円  少年野球交流大会 他 

④  江南区    ５５０，０００円  ソフトボール大会 他 

⑤ 秋葉区    ３３０，０００円  スポーツ振興大会 他 

⑥  南 区    ５５０，０００円  総合スポーツ大会 他 

⑦  西 区    ３５０，０００円  少年野球会長杯 他 

⑧  西蒲区  １，５００，０００円  角田山一周ハーフマラソン 他 



 
 

（２）区体育協会代表者会議（４７，２４０円） 

・開 催 日：１２月５日（火） 

   ・場  所：ラマダホテル新潟 

 

Ⅳ 法人事業 

 

１ 会 議 （決算額：７０５，４６３円） 

 （１）理事会  

・５月１１日（木） 主要内容：事業報告書、収支決算書等の承認 他 

・１月１１日（木）      ジュニア優秀競技者およびスポーツグランプリの 

被表彰者の審議・決定 他 

・３月 ６日（火）      事業計画書、収支予算書等の決議 他 

（２）評議員会 

・５月２６日（金） 主要内容：事業報告書、収支決算書等の承認 他 

・３月２３日（金）      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 

・ ７月１２日（水） 主要内容：体協財団設立５０周年記念事業について 他 

・ ９月 ７日（木）      体協財団設立５０周年記念式典・記念誌発行について 他 

・１２月２１日（木）      ジュニア優秀競技者およびスポーツグランプリ選考 他 

財務委員会     

・ 適宜開催     主要内容：基本財産の運用について 

普及・広報委員会 

・１１月３０日（木）主要内容： 広報誌「躍動」の概要検討 他 

育成・強化委員会  

・ ７月１３日（木） 主要内容：にいがたスーパージュニア育成事業について 他 

 （４）新潟市体育協会財団設立５０周年記念事業 

    主要内容：記念講演、記念祝賀会 

 演題「２０２０年東京オリンピックに向けて」 

         講師   全日本柔道連盟女子コーチ 福見 友子氏 

              2012年ロンドンオリンピック柔道女子５７㎏級 

                    金メダリスト 松本  薫氏 

   ・期 日：１０月２１日（土） 

   ・会 場：ホテルオークラ新潟  

（５）区体育協会代表者会議（懇談会） ※再掲 

主要内容：区体育協会事業報告、情報交換会 

・期 日：１２月５日（火） ラマダホテル新潟  

（６）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  ９月１４日（木）～１５日（金） 

   ・場 所  相模原市 小田急ホテルセンチュリー相模大野 ２名参加    


