
令和３年度事業報告 

自 令和３年４月 １日 

至 令和４年３月３１日 

公益財団法人新潟市スポーツ協会 



区　分 事　　業　　名 開 催 月 日 内　容

5月28日 Ｒ２事業報告、収支決算、評議員補欠選任

3月24日 Ｒ４年度事業計画、収支予算、資金調達、理事・監事補欠選任

臨時評議員会 11月25日 基本財産取崩し、評議員選任

5月14日 Ｒ２事業報告、収支決算、評議員会招集

1月14日
ジュニア優秀競技者表彰受賞者選考、スポーツグランプリ、
特別賞、賛助会員

3月10日 Ｒ４年度事業計画、収支予算、資金調達、評議員会招集

臨時理事会 11月12日 基本財産取崩し、規程・内規策定、新規加盟団体

各専門委員会 適宜開催 総務、財務、普及広報、育成強化

政令指定都市スポーツ協会研究協議会 開催中止 課題等の研究協議及び情報交換（札幌市）

市スポ協役員並び区スポ協代表者懇談会 開催中止 各区事業紹介・情報交換（市内ホテル）

表彰 2月10日 ジュニア優秀競技者・特別賞・賛助会員（市内ホテル）

10月3日～31日 市陸上競技場他　陸上、ラグビー、スキーなど　234人

開催中止（3月5日） アクティブチャイルドプログラム（ACP）

スポーツ指導者研修会
8月 1日
3月26日

東区プラザホール　89人
新潟ユニゾンプラザ40人

春季市民総合体育祭 4～7月 20種目　  5,145人

秋季市民総合体育祭 8～3月 23種目　　3,644人

市民サッカー大会 6月6日～7月17日 59チーム　770人

市民親善ゴルフ大会 7月10日 新津カントリ－クラブ　131人

スポーツ体験フェスタ2021 10月3日 陸上競技場　760人

市民綱引き大会
開催中止
（2月27日）

鳥屋野総合体育館

新潟市早起き野球大会 5月16日～7月25日 91チーム　1,820人

新潟市少年少女スポーツ大会 8月21日～1月9日 302チーム　3,952人

2021新潟シティライド 6月6日
陸上競技場発着コース　478人
ロングライド120km・ショートライド33km

新潟ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ2021ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
10月2日
10月10日

10㎞ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　417人
にいがた2㎞　　 454人

各区共催事業 通年 区スポーツ協会事業

ジュニア強化事業 27団体

にいがたスーパージュニア育成事業 3団体

令和3年度登録業務 4 ～8月 116団（団員1,806人、指導者291人）

新潟県スポ－ツ少年団軟式野球交流
大会新潟地区予選会

5月15日～6月6日 西海岸公園少年野球場他

少年団たすきリレー10kmマラソン 10月3日 陸上競技場　163人

下越連絡協議会委員総会 4月15日 令和2度事業報告・収支決算／令和3年度事業計画・予算

各種大会への助成  通　　年

各種大会の共催・後援 通　　年 共催4件　後援26件

スポーツ功労者表彰 11月19日 8人（会場：市内ホテル）

ジュニア優秀競技者表彰 8競技　31人（会場：市内ホテル）

スポーツグランプリ表彰 2人

特別賞 3人

賛助会員感謝状 2団体

国際ユースサッカーin新潟
開催中止

（9月18日～9月20日）
デンカビックスワンスタジアム他
海外2チーム・日本代表・新潟選抜　計4チーム

日韓親善少年サッカー交流 開催中止 開催事前協議等

 表　　彰

国際交流

令和３年度　（公財）新潟市スポーツ協会　事業報告

 スポーツ
少年団

 主催事業

共催事業

 助成事業

 強化事業 通年

評議員会

 会　　議

講習会
研修会

理事会

2月10日

市民スポーツ講習会
　・体験会等推進事業
　・健康づくり教室



Ⅰ 公益目的事業 

１ 講習会・研修会事業 （決算額：５６５，８２０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機運を醸成するととも

に本市の競技力向上向けてのスポーツ人口の増大や底辺の拡大を図るなど、競技種目指導

者の育成を実施した。 

（１）市民スポーツ講習会 （２８９，５３０円） 

    ○健康づくり教室 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

日本スポーツ協会が推奨するアクティブ チャイルド プログラム（JSPO－ACP） 

を体験し、運動遊びを通じて、日頃の運動不足解消や運動の習慣化を図る目的で開催 

する。 

・開催日： 令和４年３月５日（土） 

    ・開催場所：新潟市体育館 

    ・参加者数：０人  

    ○体験会等推進事業 

     子供たちのスポーツ離れが進むなか、多くの子供たちからスポーツに親しんでもら 

うため、各種スポーツの体験教室等を通じて、スポーツの裾野を広げることを目的に 

開催した。 

    ・開催日： 令和３年１０月３日（日） 

・開催場所：新潟市陸上競技場 

・実施加盟団体：陸上、ラグビー、相撲、ウエイトリフティング、空手、野球 

    ・参加者数：２１１人 

    ・開催日： １０月３０日（土）、１０月３１日（日）／ 開催場所：やすらぎ堤 

    ・実施加盟団体：スキー（インラインスケート教室） 

    ・参加者数：２３人 

    ・参加対象者：幼児から小学生 

 （２）スポーツ指導者研修会 （２７６，２９０円） 新潟市共催 

    新潟市との共催により２回開催し、チームの組織運営のほか指導者の役割と指導上の 

留意点などについて学んだ。 

    ○第１回テーマ：目指せグッドコーチ！ 

～あなたの声がけが「選手主体のスポーツ」を実現する～ 

・講 師：桐蔭横浜大学 渋倉 崇行 教授 

・開催日：令和３年８月１日（日） 

    ・開催場所：東区プラザ 

    ・参加者数：８９人 

    ○第２回テーマ：見過ごさないで！あなたのチームはあなたが守る！！ 

            ～スポーツインテグリティとは～ 

・講 師：TM共同法律事務所 渡部 和哉 弁護士 

    ・開催日：令和４年３月２６日（土） 

    ・開催場所：新潟ユニゾンプラザ 

    ・参加者数：４０人 

・参加対象者：ジュニアスポーツクラブ指導者・保護者等  



２ 主催・共催事業(スポーツ大会等) （決算額：２，４２２，６５３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 （９０９，３００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20種目、秋季２３種目 

・開催期間：春季４月～７月、秋季８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：８，７８９人 

（２）市民サッカー大会 （５００，０００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

目的に開催する。 

   ・開催期間：６月６日（日）～７月１７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 

   ・参加申込数：５９チーム ７７０人 

（３）市民綱引き大会【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 （２２４，０００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する。 

   ・開催日：令和４年２月２７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：０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する。 

   ・開催日：７月１０日（土） 

   ・開催場所：新津カントリークラブ 

   ・参加対象者：市民 

   ・参加者数：１３１人 

（５）スポーツ体験フェスタ２０２１ （７５９，３５３円） 

    市民が気軽にスポーツを体験することにより、新たなスポーツ人口の発掘・底辺拡大

を目的に、スポーツレクリエーションイベントを開催した。 

・開催日：１０月３日（日） 

・開催場所：新潟市陸上競技場 

・実施種目：ＪＳＰＯ－ACP、ラート、陸上、ラグビー、相撲、ウエイトリフティング、 

空手、野球の各体験教室、 

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 



・参加対象者：市民  

・参加者数：７６０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。 

・開催日：５月１６日（日）～７月２５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 

   ・参加者申込数：９１チーム １，８２０人 

②少年少女スポーツ大会 【新型コロナウイルス感染症の影響により一部種目中止】 

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：８月２１日（土）～１月９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、サッカー、バレーボール 

   ・参加対象者：市内児童 

   ・参加者数：３０２チーム  ３，９５２人 

③２０２１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する。 

   ・開催日：６月６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～鳥屋野潟３３㎞） 

   ・参加対象：小学生以上 

   ・参加者数：４７８人 

   ④新潟シティマラソン２０２１ランニングフェスティバル 

     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。 

なお、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により代替イベントの開催。 

   ・開催日：１０月 ２日（土）／１０㎞タイムトライアル 

    １０月１０日（日）／にいがた２㎞ 

   ・開催場所：デンカビッグスワンスタジアム 他 

   ・参加対象者：新潟県内在住 

   ・参加者数：８７１人 

３ 強化事業 （決算額：１０，０００，０００円） 

   新型コロナウイルス感染症の対策を講じながら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んだ。 



（１）ジュニア強化（７，０００，０００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（２，２５０，０００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

化を図る。なお、各団体の主な指導者は次のとおり。 

・実施種目：ボクシング、柔道、バドミントン 

（３）目指せオリンピック！医科学サポート事業（７５０，０００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」に新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター

の活用やスポーツトレーナー等の派遣を行い、競技力向上を図った。  

４ スポーツ少年団事業 （決算額：２１４，２３３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（７，７００円） 

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：１１６団／団員１，８０６人／指導者２９１人 

   ・下越地区連絡協議会委員総会：４月１５日（木） 

   ・新潟市スポーツ少年団交流事業 

１０月３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 

（２）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の開催（２０６，５３３円） 

５ 助成事業 （決算額：０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支援する。（加盟団体主催若しくは主管として運営する新規事業等に助成） 

６ 表彰事業 （決算額：４２３，０４９円） 

  年間を通して顕著な成績を収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）ジュニア優秀競技者表彰 

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：令和４年２月１０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 ８競技種目３１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：令和４年２月１０日（木） 

   ・開催場所：ホテルオークラ新潟 

・表彰対象者：増田 祐士（ボクシング 開志学園高等学校） 

        鈴木 大翼（陸上 新潟明訓高等学校） 

・特別賞対象者：林  晃 （オリンピック 空手男子組手 監督） 

         原 わか花（オリンピック女子７人制ラグビー日本代表） 

野田 文江（パラリンピック 競泳パーソナルサポート） 

（３）賛助会員への感謝状（１０年）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を表彰する。 

   ・株式会社 白新商会 

   ・株式会社 三英 

７ 国際交流事業  （決算額：０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、後援・助成をする。 

（１）国際ユースサッカーin 新潟(後援) 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

   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：９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：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) 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】 

   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ている。 

なお、令和３年度については、親善試合を開催せず両市の関係者による事前協議を行う

予定としていた。 

８ 広報活動事業 （決算額：６７１，０００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、加盟競技団体等の活動、活躍している選手や当市の 

スポーツニュースを紹介する。なお、作成にあたり紙面構成をリニューアルし発行した。 

・発行時期：２月上旬 

・発行部数：３，０００部 

・配 布 先：加盟競技団体、市体育施設、政令指定都市スポーツ協会ほか 



（２）ホームページ掲載 

  ・各種イベント、市民総合体育祭や研修会の開催告知ほか提出書類等の掲載 

  ・「栄光の記録」の掲載（年２回） 

９ 区スポーツ協会支援事業 （決算額：４，３４０，０００円） 

各区のスポーツ普及・振興を図ることを目的とした区スポーツ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を行う。 

（１）各区スポーツ協会事業 

区名 補助金額 主な事業 

  北 ７００，０００円 エンジョイスポーツ in北区 他 

  東 ４２０，０００円 ジュニア技術講習会 他 

中央    ３５０，０００円 会長杯少年野球交流大会 他 

江南 ５００，０００円 ソフトボール大会 他 

秋葉 ３５０，０００円  スポーツ振興大会 他 

   南 ５００，０００円 南区長杯少年少女親善スポーツ大会 他 

   西 ３５０，０００円  会長杯少年野球大会 他 

西蒲 １，１７０，０００円 角田山一周ハーフマラソン 他 

Ⅱ 法人事業 

会 議 

 （１）理事会   

５月１４日 事業報告、収支決算、評議員会招集 他 

１１月１２日 臨時理事会：基本財産取崩し、規程・内規策定、新規加盟団体 他 

１月１４日  ジュニア優秀競技者受賞者選考、スポーツグランプリ、特別賞選考 他 

３月１０日  事業計画、収支予算、資金調達、評議員会招集 他  

（２）評議員会 

 ５月２８日  事業報告、収支決算、評議員補欠選任 他 

１１月２５日  臨時評議員会：基本財産取崩し、評議員選任 他 

３月２４日  事業計画、収支予算、資金調達、評議員会招集、理事・監事選任 他 

（３）各専門委員会（適宜開催） 

普及・広報委員会 １回 躍動第４５号の発刊について 他 

総務委員会 ２回
新規加盟団体、ジュニア優秀競技者表彰規程及び内規の改正 

ジュニア優秀競技者表彰候補者・スポーツグランプリ表彰候補者選考 他

財務委員会 ３回

期限前償還に伴う債券の購入 

補助金の一部停止に関する要望書、財産運用管理規程策定（案） 

書面決議 他 

育成・強化委員会  新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 



（４）市スポーツ協会役員・区スポーツ協会代表者合同懇談会  

  １月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止 

（５）政令指定都市スポーツ協会研究協議会  

１０月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止（札幌市） 

Ⅲ 収益事業等 

後援会業務事務委託事業 

  豊山新潟後援会の設立に伴い、後援会より事務の受託を受け、会員募集・受付などの 

運営業務を行った。 


