公益財団法人新潟県体育協会
平成２８年度 事業計画

基本方針
１ 大正 15 年の本会創立から 90 周年を迎えるにあたり、記念事業を実施するとともに、
「将
来構想～今後 10 年の展望～」
（平成 24 年度策定）の基本方針に基づき、この将来構想の
実現に向けての重点項目である「競技力の向上、スポーツの普及、組織力強化、財政基盤
強化、県立スポーツ施設整備の要望」について、着実な促進を図る。また、平成 30 年に
本県で開催が予定されている「第 73 回国民体育大会冬季大会スキー競技会」での総合優
勝を目指すとともに、国体開催の気運醸成に努める。
２ 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を好機と捉え、本県からオリンピ
ックに出場し活躍できる選手の輩出に向け、新潟県、市町村、企業、競技団体等と連携し
ながら選手の発掘・育成等を推進することにより、新潟県の競技水準の向上とスポーツの
普及・振興を図る。また、障がい者スポーツの普及・振興に寄与するため、関係団体等と
の連携を図る。
３ 「新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター」の指定管理者として、適切かつ効果的
な施設管理を行うとともに、競技水準の向上及び健康づくり活動を推進する。また、魅
力ある施設として県民に認識されることで、施設の「賑わい」
「活性化」を目指す。
４ 青少年スポーツの振興を図るため、スポーツ少年団を育成し、諸事業を実施するととも
に、平成 29 年度に開催する「第 55 回全国スポーツ少年大会」の開催準備を行う。また、
新潟県広域スポーツセンター事業によって総合型地域スポーツクラブの充実や地域スポ
ーツの発展を図る。

Ａ 法人事業

（ H28 21,666 千円 H27 23,092 千円）

Ⅰ 評議員会及び理事会の開催
・定時評議員会
6月
・臨時評議員会
3月
・理事会
6 月、12 月、3 月
・専門委員会
随時 開催

（総務・財務専門委員会、競技力向上専門委員会、生涯スポーツ専門委員会、スポー
ツ医科学専門委員会、公認スポーツ指導者専門委員会）
Ⅱ 加盟団体等の連携強化
加盟団体等との連携強化を図るため、諸事業を開催する。また、競技団体と市町村体
育協会等との連携を図るため、競技団体理事長・強化総括責任者会議の充実を図る。
・市町村体育協会連絡会議
平成 28 年 4 月 13 日（水）
新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター
・記念講演会・祝賀会
平成 29 年 1 月 21 日（土）
ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟
・記念ゴルフ大会
平成 28 年 7 月 25 日（月）笹神五頭ゴルフ倶楽部
Ⅲ 創立 90 周年記念事業の実施
創立 90 周年を記念して講演会・祝賀会等の事業を実施するとともに、関連業務を推進
する。

Ｂ 公益事業

（ H28 468,378 千円

H27 469,011 千円）

Ⅰ 競技力向上対策事業の推進＜県受託＞（H28 232,297 千円
１ 競技水準向上対策運営業務（H28 26,928 千円

H27 231,126 千円）

H27 26,928 千円）

国民体育大会男女総合成績 10 位台定着に向け、本県の競技水準の維持・向上を図る。
・競技団体理事長・強化統括責任者会議 6 月、11 月、3 月
２ 競技水準向上対策事業（H28 173,869 千円 H27 172,698 千円）
（１）新潟スーパージュニア養成事業（H28 84,816 千円 H27 84,428 千円）
ア 新潟ジュニア育成事業（H28 23,296 千円 H27 22,968 千円）
ジュニア選手（小学生・中学生・高校生）を対象に計画的・継続的に強化合宿
を実施することにより、将来の国体での少年種別の競技力の向上と日本トップ選
手の育成を図る。
イ 新潟県高校スポーツ強化指定校事業（H28 17,901 千円

H27 17,901 千円）

高校生等の育成拠点となる県内の高等学校を指定し、指定校の実施する強化活動
等を支援することにより、少年種別の競技力の向上と日本トップアスリートの育
成を図る。
ウ 育成指導者配置事業（H28 43,619 千円 H27 43,559 千円）
全国レベルの指導者を配置することで競技力向上を図ることのできる競技に指

導者を配置し、日常からの強化活動の充実を図る。
（２）強化事業（H28 88,710 千円 H27 87,927 千円）
ア 国体強化事業（H28 73,866 千円 H27 73,083 千円）
当該年度の国体選手の強化活動を支援し、本県の競技力の向上を図る。
イ 強化スタッフ支援事業（H28 5,544 千円 H27 5,544 千円）
国体に支援コーチ等を派遣するほか、強化活動現場へスポーツドクター、トレ
ーナー等を派遣することで、障害予防やコンディション調整等、指導者や選手を
サポートし、本県の競技力の向上を図る。
ウ 社会人・企業スポーツ指定強化事業（H28 2,300 千円 H27 2,300 千円 ）
社会人競技スポーツに積極的に取り組んでいる企業、団体の強化活動等を支援
し、本県の社会人スポーツの振興を図る。
エ トップコーチ等招へい事業（H28 7,000 千円 H27 7,000 千円 ）
豊富な知識と経験を有し、高度な技術や戦術を指導・助言ができるトップコー
チを国内外から招へいすることで、全国やオリンピック等世界で活躍できる選手
を育成するとともに本県指導者の資質向上を図る。
（３） 新潟県社会人スポーツ推進協議会の運営（H28 343 千円 H27 343 千円）
社会人・企業スポーツの振興のため、新潟県社会人スポーツ推進協議会を運営す
る。
３ オリンピックアスリート夢チャレンジ事業 （Ｈ28 31,500 千円 Ｈ27 31,500 千円）
（１）オリンピックアスリート活動支援事業（Ｈ28 20,000 千円 Ｈ27 20,000 千円）
強化指定選手等の国内外の遠征等、強化活動に対して支援を行う。
（２）社会人スポーツ雇用支援事業（Ｈ28 6,000 千円 Ｈ27 6,000 千円）
優秀な社会人選手や指導者が新潟を拠点に活動できるよう、雇用を受け入れる企
業等の支援を行い、地域貢献や競技力向上に寄与する。
（３）コーディネーター配置事業 （H28 5,500 0 千円 H27 5,500 千円）
優秀な選手や指導者が本県に定着し、地域社会で活躍できる仕組みづくりなどを
行うためにコーディネーターを配置する。

Ⅱ 国民体育大会関連事業･業務の推進＜県補助/日体協受託/自主＞
（H28 11,736 千円

H27 4,993 千円）

１ 国民体育大会への本県選手団派遣
＜県補助/自主＞（H28 11,656 千円 H27 4,913 千円 ）
・第 71 回国民体育大会本大会
10 月 1 日(土)～11 日(火)／岩手県
・第 72 回国民体育大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会
平成 29 年 1 月 27 日（金）～31 日（火）／長野県
・第 72 回国民体育大会冬季大会スキー競技会
平成 29 年 2 月 14 日（火）～17 日（金）／長野県
・第 72 回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会北信越・東海ブロック予選会
12 月／未定
・第 72 回国民体育大会冬季大会フィギュア競技会予選会
12 月／未定
・第 37 回北信越国民体育大会
8 月 26 日（金）～28 日（日）／長野県
２ 国体ユニフォーム購入補助事業
本県を代表する国体県選手団が着用する選手団ユニフォームの費用の一部を補助
する。
３ アンチ･ドーピング教育･啓発活動の推進＜日体協受託＞
（H28 80 千円

H27 80 千円 ）

アンチ・ドーピングの普及・啓発活動を推進するため講習会を開催するとともに体
力測定利用者への啓発を行う。
Ⅲ 新潟スポーツムーブメントの推進
１ 新潟スポーツムーブメント推進事業＜県補助/自主＞
（H28 7,233 千円

H27 7,012 千円）

新潟県のスポーツ文化の発展を促すため、スポーツ情報の提供、顕彰、スポーツ団
体等への支援を行うとともに、体育施設運営士の養成を図るなど、スポーツ活動の環境
充実を図る。
・スポーツ情報の収集・提供
・スポーツ功労者等の表彰
・スポーツ振興支援事業の実施
・スポーツ団体との連携強化
・公益財団法人日本体育施設協会認定資格者（体育施設運営士）の養成
２ 日本スポーツマスターズへの参加
日本スポーツマスターズ 2016 大会（13 競技実施）への参加にあたり、関係競技団体
等と連携し、関連業務を推進する。
・中心会期 9 月 23 日(金)～27 日(火)／秋田県
Ⅳ スポーツ指導者の養成＜日体協受託/自主＞（H28 3,491 千円 H27 1,970 千円 ）

１ 公認指導員講習会の開催
（公財）日本体育協会公認指導者制度に基づく指導者養成講習会としてバレーボー
ル・ハンドボール・ソフトテニス・軟式野球・バドミントンを開催し、指導者の養成
を行う。
２ スポーツ指導者研修会の開催
スポーツに関する最新の知識・情報を習得し、指導者資質の向上を目的として開催す
る。
・平成 29 年 2 月/新潟市
Ⅴ 広域スポーツセンターの運営等＜県受託＞（H28 16,010 千円 H27 16,010 千円）
県からの委託を受け「新潟県広域スポーツセンター」を県体育協会内に設置し、生活の
中にスポーツを取り入れた豊かな生涯スポーツ社会の実現を図る。
１ 新潟県広域スポーツセンターの運営等
新潟県広域スポーツセンターの運営並びに新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協
議会事務局、新潟県体育施設協会事務局、各種調査・統計資料作成などの関連業務を行
う。
（１）総合型地域スポーツクラブの育成・支援
総合型地域スポーツクラブの創設・育成支援及び総合型クラブの質的向上と連携
強化を図るため以下の事業等を実施する。
・新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会研修会
・地域スポーツクラブマネジメントセミナー
・市町村スポーツ担当者・総合型地域スポーツクラブ担当者研修会
・クラブアドバイザー（スポーツ振興くじ助成事業）の配置
・総合型地域スポーツクラブ協働展開事業
（２）スポーツと地域活性化の好循環創出事業の実施
東京オリンピック・パラリンピックの開催機運の高まりを最大限活用し、地域に
根差す特定のスポーツの振興に、住民を始めとした地域全体が主体的かつ連携・
協働して取り組む推進体制づくりと事業の実施を支援する。
（原則として 3 年間の
継続事業）
（３）スポーツ情報の収集発信
新潟県広域スポーツセンターホームページ「にいがた Sports.net」の運営を通じ
てタイムリーなスポーツ情報の収集・発信を図る。
Ⅵ 高等学校体育連盟助成金＜自主＞（H28 395 千円 H27 480 千円）
(公財)日本体育協会国民スポーツ推進キャンペーンとして実施される「推進費付き自動

販売機設置事業」に協賛し、県内高等学校に設置された自動販売機の販売手数料を新潟
県高等学校体育連盟への活動助成金を交付する。
Ⅶ スポーツ少年団の育成（H28 18,201 千円 H27 12,114 千円）
スポーツを通じて心身ともに健全な青少年を育成するため、日本スポーツ少年団等との
連携により平成 29 年度の全国スポーツ少年大会の開催準備を始めとする諸事業を実施す
るとともに、組織強化と自主財源の充実を図る。
また、広くジュニアスポーツの振興を図るため、関係団体との連携協力を促進するとと
もに、
「いじめ見逃しゼロ県民運動」にも取り組む。
１ 県スポーツ少年団の運営及びスポーツ少年団登録の促進＜自主/日体協助成＞
（１）新潟県スポーツ少年団の運営（H28 8,961 千円 H27 4,183 千円）
ア 登録数の拡大促進
県内全市町村におけるスポーツ少年団の設置・登録（刈羽村・粟島浦村・出
雲崎町未登録）及び登録者（団員・指導者・役職員）の増加を目指す。
＜H27 実績 単位団 665 団 団員 13,111 人 指導者・役職員 3,783 人＞
イ 情報提供等の推進
「にいがたスポ少ニュースレター」等により広報・情報提供を推進する。
ウ 顕彰の実施
単位スポーツ少年団及び指導者を表彰する。
２ 事業の実施＜自主／日体協助成･受託＞（H28 9,240 千円
H27 7,931 千円）
（１）広域（地域）活動の支援（H28 250 千円 H27 250 千円）
上越・中越・下越の地域活動を支援する。
（２）県大会の開催（H28 2,688 千円 H27 2,605 千円 ）
県内各地で第 36 回新潟県スポーツ少年団総合体育大会（剣道、卓球、バドミン
トン、柔道、空手道、軟式野球、サッカー、少林寺拳法、バレーボール、ミニバ
スケットボールの 10 競技 約 3,200 名参加）を開催する。
（３）北信越ブロック事業への参加（H28 555 千円

H27 1,461 千円 ）

北信越ブロック事業に参加する。
・第 47 回北信越ブロックスポーツ少年大会（富山県 7 月 29 日～31 日）
・第 36 回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会
（福井県 8 月 6 日～7 日ミニバスケットボール・卓球・バドミントン）
・第 36 回北信越ブロックスポーツ少年団競技別交流大会兼第 14 回全国スポー
ツ少年団バレーボール交流大会北信越大会（福井県 11 月 12 日～13 日）

・第 38 回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会北信越大会
（富山県 7 月 17 日～18 日）
（４） 全国交流大会等への派遣（H28 165 千円 H27 465 千円 ）
全国スポーツ少年団競技別交流大会等に参加する。
・第 54 回全国スポーツ少年大会（香川県 7 月 28 日～31 日）
・全国スポーツ少年団競技別交流大会（野球／滋賀県 8 月 5 日～8 日）
（剣道／愛知県 3 月下旬）
（バレーボール／福井県 3 月下旬）
（５） 国際交流活動の実施（H28 1,360 千円
H27 335 千円）
第 43 回日独スポーツ少年団同時交流事業に団員 3 名（ドイツ 7 月 31 日～8
月 17 日）を派遣し、ドイツ団を受け入れする（長岡市 8 月 3 日～7 日）
（６） 指導者の養成と資質向上の促進（H28 2,010 千円
H27 2,107 千円）
・スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会（5 会場）
・新潟県スポーツ少年団指導者研修会開催（期日･会場未定）
・北信越ブロック指導者研究協議会開催（長岡市 11 月 12 日）
・認定育成員研修会、スポーツ指導者全国研究大会等への参加促進。
（７） リーダーの育成（H28 712 千円
H27 708 千円）
・県ジュニア・リーダースクール開催（妙高市 8 月 20 日～22 日）
・県リーダー会の育成等
（８） 全国スポーツ少年大会の開催準備（H28 1,500 千円 H27 0 千円 ）
平成 29 年に開催する「第 55 回全国スポーツ少年大会」の開催準備業務を推進
する。
・第 54 回全国スポーツ少年大会（香川）の視察
・運営委員会等の開催
Ⅷ 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センターの管理運営
＜県受託／県補助／自主＞（H28 184,435 千円 H27 190,664 千円）
新潟県の体育・スポーツ団体の統括組織としての特性を最大限に発揮して、加盟団体
等との連携により、センターの施設・設備や診療所機能を十分に活用し、競技水準の向
上に寄与するとともに健康づくり活動を支援する。

１ 事業の実施
（１）競技水準向上事業 （H28 71,684 千円

H27 71,687 千円）

ア 体力測定の実施
本県アスリートの競技水準の向上、スポーツ愛好者の体力向上のため、基礎的
及び専門的な体力を測定し、医科学的な根拠に基づいた分析を行う。
・実施日 毎週火・木・土曜日
イ 動作分析の実施
専門機器を用いてスポーツ動作を測定し、医科学的な知見を基に分析を行う。
ウ 競技力向上相談の実施
体力測定や動作分析等の結果を基に、トレーニング指導、栄養指導、スポーツ
・メンタル等について専門職がサポートを行う。
（２）診療所の運営 （H28 40,725 千円 H27 44,654 千円）
医療安全管理指針に基づいた安全・安心な医療と新潟大学医学部及び県内医療機
関との病診連携により診療を行う。
ア 内科
体力測定及び生活習慣しっかり改善コース等において、医学検査を実施すると
ともに運動喘息などの内科系スポーツ疾患や生活習慣病等を対象とした外来を
行う。
イ 整形外科・リハビリテーション科
スポーツによる障害・外傷を対象とした外来を行う。
・整形外科／火・木曜日実施
・リハビリテーション科／月～土曜日実施
（３）健康づくり実践指導の実施 （H28 23,449 千円 H27 22,551 千円）
ア 生活習慣しっかり改善コース
健康づくりのモデルコースとして実施し、有益なデータや取り組み事例を蓄
積・発信する。
・１コース 12 回／年間６コース
イ 親子健康づくりコースの開催
親子が絆を深めながら一緒に学べるモデルコースとして実施し、親子で健やか
な生活習慣の基礎を確立できるプログラムの開発を目指す。
・１コース６回／年間１コース

ウ 健康づくり実践指導者の育成

改善コースと親子コースへのコース参加型と指導者ニーズ対応型の２つの研
修を実施し、健康づくり指導者の人材を育成する。
エ 個別プログラムサービスの実施
健康づくり実践指導事業を補完するため、健康サポート個別コースとオプショ
ンメニューを実施する。
オ 健康づくりのための運動指導者研修会の開催
生活習慣病予防対策として運動習慣の普及・定着を推進するため、研修会を開
催し、健康づくり指導者等の資質の向上を図る。
・室内運動指導者研修会 1コース
・水中運動指導者研修会 1コース
（４）施設一般利用 （H28 37,707 千円 H27 41,207 千円）
ア フィットネスホール利用促進
フリーパス券の複数種類提供や、各種事業との連携により、継続的な利用を促
進する。
イ 研修室等の利用促進
マスメディアの活用や他の公共施設・スタジアムとの連携により、利用を促進す
る。
（５）スポーツと健康づくりの情報発信 （H28 4,363 千円 H27 4,982 千円）
ホームページ、マスメディアの広報媒体や刊行物等により事業の紹介や成果を広
く発信するとともに、情報コーナーの充実を図る。
（６）県民講座の開催 （H28 1,017 千円 H27 532 千円）
健康づくり及び競技スポーツに関する最新の情報の紹介や、専門的知識・技術の
取得を目的とする講座を開催する。

Ｃ 収益事業

（H28 5,420 千円

H27 4,981 千円）

研修室等利用事業のうち公益目的に該当しない利用目的で貸出している研修室等につ
いて管理運営する。

表記

〈県受託〉
：県からの委託を受けて実施する事業
〈県補助〉
：県から補助金を受けて実施する事業
〈日体協受託〉
：日本体育協会からの委託を受けて実施する事業
〈日体協助成〉
：日本体育協会から助成金（補助金･交付金含む）を受けて実施する事業
〈自主〉
：基金運用益等を財源として実施する事業

