一般財団法人上田市体育協会 平成２８年度事業報告附属明細書（平成２８年４月～２９年３月）
事

業

１ 事 業
（１）評議員会及び理事会
〔評議員会〕
第１回定時評議員会
日時：６月７日(火)午後５時
場所：ささや 会議室
第２回定時評議員会
日時：３月１６日（木）午後４時
場所：市教育委員会 会議室
〔理事会〕
第１回定時理事会
日時：５月２８日(木) 午後５時
場所：市教育委員会 会議室

第２回定時理事会
日時：１０月１８日（火） 午後３時
場所：市教育委員会 会議室

第３回定時理事会
日時：２月１６日（木） 午後４時
場所：市教育委員会 会議室

（２）諸会議等の開催
会計監査
日時：５月１１日(水) 午前１０時
場所：市教育委員会 会議室
正副会長会議 （７回開催）
期日：５月２０日(金)、 ７月２２日(金)
９月１５日(木)、１２月 ６日(火)
１月１２日(木)、 ２月１４日（火）
３月２８日(火)
場所：市教育委員会 会議室 他
〔委員会〕
○合同委員会
日時：３月２１日（火）午後６時から
場所：ささや

内

容

会議事項
(1) 議事録署名人の選出について
(2) ２７年度事業報告・決算の承認について
会議事項
(1) 議事録署名人の選出について
(2) ２９年度事業計画の承認について
(3) ２９年度予算の承認について
会議事項
(1) ２７年事業報告の承認について
・専門委員会報告（各委員長）
(2) ２７年度決算の承認について
(3) ２８年度第１回評議員会の開催について
会議事項
(1) ２８年度体育協会表彰者の決定について
(2) 表彰規程の改正について
(3) 国民体育大会出場選手団体等の餞別贈呈内規の改正
について
会議事項
(1) スポーツ会館積立金の取崩しについて
(2) ２９年度事業計画の承認について
(3) ２９年度予算の承認について
(4) 第２回評議員会の開催について

監査内容
(1) ２７年度一般会計業務監査
(2) ２７年度スポーツ少年団会計業務監査
会議内容
(1) 会議報告及び問題事項等の検討

会議内容 ※全委員会共通
(1) ２年間の反省と今後の取組について
(2) 情報交換会

事

業

内

容

○第１回総合企画委員会
日時：５月１３日(金) 午後６時
場所：市教育委員会 会議室
第２回総合企画委員会
日時：７月６日（水） 午後６時
場所：市教育委員会 会議室
第３回総合企画委員会
日時：９月２７日(火) 午後６時
場所：市教育委員会 会議室
第４回総合企画委員会
日時：１月２７日（金） 午後６時
場所：市教育委員会 会議室

会議内容
(1) ２７年度事業報告・決算、会計監査について
(2) 諸規程の改正について
会議事項
(1) 諸規程の一部改正について

○第１回競技力向上委員会
日時：６月１３日(月) 午後６時
場所：市教育委員会 会議室

会議事項
(1) ２８年度競技力向上事業補助金の交付決定審査
(2) シリーズスポーツ講演会について
(3) 国体等餞別規程内規について
会議事項
(1) 競技力向上事業補助金交付規程及び、国体出場選手・
団体等への餞別贈呈規程の改正について
(2) 強化費・激励金等の見直しについて
(3) シリーズスポーツ講演会の講師選定について
会議事項
(1) 競技力向上事業補助金の確定審査
(2) シリーズスポーツ講演会について
(3) 冬季国体出場者への激励金贈呈について

第２回競技力向上委員会
日時：７月４日（月) 午後６時
場所：市教育委員会 会議室

第３回競技力向上委員会
日時：１月２４日(火) 午後６時
場所：市教育委員会 会議室

○第１回健康・体力向上委員会
日時：６月２８日(火) 午後５時３０分
場所：市教育委員会 会議室
第２回健康・体力向上委員会
日時：７月１５日(金) 午後５時３０分
場所：市教育委員会 会議室

会議事項
(1) ２８年度表彰候補者の決定について
会議事項
(1) 賛助会費納入状況について
(2) ２９年度加盟競技団体補助金について
(3) スポーツ会館積立金取崩しについて
(4) ２９年度事業計画及び予算（案）について

会議事項
(1) 今後の取組みについて
(2) 「市民健康体力つくり」事業の取組みについて
(3) 「市民健康体力つくり」の視察について
会議事項
(1) 体協主催のウォーキング開催について

○第１回施設委員会
日時：９月２８日(水) 午後１時
場所：城跡公園体育館
第２回施設委員会
日時：２月８日(水) 午後３時３０分
場所：市教育委員会 会議室

会議事項
(1) 城跡公園内スポーツ施設視察
(2) 市スポーツ施設整備基本構想案について
会議事項
(1) 市スポーツ施設整備基本構想案及び体育施設料金改
定について
(2) 今後の課題について

○第１回広報・情報委員会
日時：６月１４日(火) 午後４時
場所：市教育委員会 会議室

会議事項
(1) 第７４号「体協うえだ」について

事

業

第２回広報・情報委員会
日時：７月２０日(水) 午後４時
場所：市教育委員会 会議室
第３回広報・情報委員会
日時：１０月２４日（月）午後４時
場所：市教育委員会 会議室
第４回広報・情報委員会
日時：１１月２５日(金) 午前９時
場所：城跡公園第２体育館

内

容

会議事項
(1) 第７４号「体協うえだ」校正について
会議事項
(1) 第７５号「体協うえだ」について
会議事項
(1) 第７５号「体協うえだ」校正について

○第１回スポーツ医・科学委員会
日時：７月１３日(水) 午後６時
場所：市教育委員会 会議室
○７０周年記念事業特別委員会
日時：１月２０日(金) 午後１時３０分
場所：市教育委員会 会議室
○加盟団体代表者会議
日時: ６月１５日(水) 午後６時
場所：市教育委員会 会議室

会議事項
(1) 指導者研修会の開催について

○加盟団体研修会
日時：６月１５日（水） 午後７時
場所：市教育委員会 会議室

内容
(1) 研修テーマ「スポーツ文化の創造を!！」
講師 町田暁世氏 （元県体育協会事務局長）

○第１回ビジョン推進会議（先進地視察）
日時：６月９日（木）
場所：城跡公園第２体育館
第２回ビジョン推進会議（先進地視察）
日時：１０月２６日（水）
場所：新潟県長岡市

内容
(１) 平成２７年度目標評価及び平成２８年度目標数値及び
中期目標数値について
内容
(1) 長岡市スポーツ協会役員との懇談
・事業内容等について
(2) アオーレ長岡 (市庁舎) 視察
※ ビジョン推進委員ほか副会長２名、スポーツ少年団
本部長同行

○東信都市体育協会連絡協議会
日時：８月３０日(火) 午後２時
場所： ＪＡ佐久浅間ベルウィンこもろ

視察
小諸懐古園内 小諸懐古射院
会議事項
(1) 当面の課題について
県体協：小林事務局長より現況報告
(2) 各市提案事項・情報交換会
参加：長野県体育協会（専務理事・事務局長）
佐久市・小諸市・東御市体育協会、
上田市体育協会正副会長・事務局

会議事項
(1) ７０周年記念誌発行について
会議事項
(1) ２７年度事業報告及び決算報告について
(2) 「うえだスポーツ振興ビジョン」進捗状況について
(3) スポーツ施設整備促進要望書について
(4) 新規賛助会員募集協力について
(5) 創立７０周年記念誌について
(6) スポーツ少年団創設３０周年記念事業について
(7) スポーツ交流交歓事業の実施について
※ 会議終了後、研修会

事

業

（３）スポーツ普及事業
上田市体育協会納会・表彰式
日時：１２月１５日(木) 午後６時
場所：上田高砂殿

内

容

平成２８年度体育協会表彰者
体育功労賞 １６人、栄光賞 ２人 受賞
※菅平観光協会出席
出席者 ： １４３人

第６５回上田市民総合体育大会
期日： ７月～２月（１７種目）

種目：軟式野球、ソフトボール、バレーボール、ソフトテニ
ス、テニス、バスケットボール、バドミントン、卓球、
弓道、剣道、柔道、相撲、ゲートボール、ゴルフ、マ
レットゴルフ、グラウンドゴルフ、レスリング
参加者数 ： ３，０２０人

第３０回上田古戦場ハーフマラソン
期日：１０月２日(日)

参加者数 ： ２，５８１人
加盟団体協力者数 ： １９９人 / ４０団体

第３０回上田古戦場ハーフマラソン前夜祭
期日：１０月１日(土)
会場：ささや

参加者数 ： ５２人
＊県外２６人・市内６人
（内：和歌山県九度山町（姉妹都市）辻教育長ほか７名）
＊ゲストランナー 尾崎好美さん
＊アトラクション出演者 上田城甲冑隊、グレート☆無茶

シリーズスポーツ講演会
日時：２月１０日(金) 午後６時３０分
場所：上野が丘公民館 大ホール

講師：大野美紗子氏 （元全日本ソフトテニス監督）
参加者 ： ７２人
演題 ： 「基本をマスターするために」

市民健康体力つくりの日（千曲川右岸）
日時：通年 毎週木曜日（全４６回）
午前１０時～１２時
場所：城跡公園第２体育館・城跡体育館

内容：ピンポン、ダンス、太極拳、バドミントン
腰痛健康体操、スマイルボウリング
参加者数 ： ５，８９３人

市民健康体力つくりの日（千曲川左岸）
日時：通年 毎週木曜日（全４５回）
午後２時～４時
場所：自然運動公園総合体育館

内容：ピンポン、腰痛健康体操、ビーチボールバレー
バドミントン
参加者数 ： １，４０４人

市民健康体力つくりの日
日時：１月～３月毎週木曜日 (全１２回)
午前９時～午後４時
場所：古戦場公園屋内運動場
スポーツ指導者研修会
日時：１１月２７日(日)
午後２時～４時
場所：上田城跡公園体育館 柔道場
スポーツ指導者研修会
日時：１２月１１日(日)
午後２時～４時
場所：上田城跡公園体育館 柔道場

内容：ゲートボール
参加者数 ： ６５６人

内容：「スポーツ傷害の予防（テーピングの基本）」
講師：(公社)県柔道整復師会 学術スポーツ支援部
参加者数 ： １９人
内容：「スポーツ傷害の予防（ストレッチングの基本）」
講師：(公社)県柔道整復師会 学術スポーツ支援部
参加者数 ： ２１人

事

業

第７１回国民体育大会 （いわて国体）
上田市関係出場選手壮行会
日時：９月１５日(木) 午後４時
場所：アリオ上田星のコート
（イベントホール）
第７２回国民体育大会（長野銀嶺国体）
上田市関係出場選手激励
日時：２月６日(月)
場所：菅平高原リゾートセンター

内

容

選手・監督・コーチ・トレーナー ４９名

（スキー競技）
選手・監督・コーチ・トレーナー ９名
※菅平高原スキークラブ会長へ

第１３回会長杯争奪親睦ゴルフ大会
日時：４月２２日（金）
第１４回会長杯争奪親睦ゴルフ大会
日時：９月１３日（火）

場所：浅間高原カントリー倶楽部
参加者数 ： ３９人
場所：上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部
参加者数 ： ３８人

第１回真田ロマンウォーク
日時：１０月８日（土）

場所：真田地域 ： 真田氏史跡巡り（ 約 11.1Ｋｍ）
参加者数 ： ２６人

(４)スポーツ少年団育成事業
スポーツ少年団登録状況

登録単位団数 ： ４５団
(単一種目２５競技 ： ４４団、多種目：１団)
指導者数 ： ５７０人 団員数 ： １，９３０人
計２，５００人 （うち本部役員 ２１人）

スポーツ少年団表彰

上田市スポーツ少年団功労者表彰 受賞者：５人
日時：１１月３日（木）
場所：上田城跡公園陸上競技場

スポーツ少年団諸会議

第１回本部員会
日時：５月１７日(火) 午後６時３０分
場所：市教育委員会 会議室
第１回代議員会
日時：５月２５日(水) 午後７時
場所：市教育委員会 会議室
第２回本部員会
日時：６月２８日(火) 午後６時３０分
場所：市教育委員会 会議室
第３回本部員会
日時：９月３０日(金) 午後６時３０分
場所：市教育委員会 会議室
第２回代議員会
日時：１０月５日(水) 午後７時
場所：市教育委員会 会議室

事

業

創設３０周年記念事業

内

容

・社会奉仕活動 （清掃美化活動）
日時：８月 ６日(土) 午前６時、丸子総合グラウンド
８月２１日(日) 午前６時、上田城跡公園
自然運動公園 、真田町御屋敷公園
参加者数 ： ５４２人
・創設３０周年記念誌 「みどりの朝風」 発行
配布・自治会回覧 １５，０００部
・創設３０周年記念顕彰
授賞者 ： ２４人
表彰式：１１月３日（木） 第２９回交流大会席上
第２９回上田市スポーツ少年団交流大会
（３０周年記念事業）
日時：１１月３日（木）
場所：上田城跡公園陸上競技場
参加者数 ： ５６２人

交流交歓事業

高岡市・上田市スポーツ少年団都市間交流会
日時：８月９日(火)～１０日(水) １泊２日
場所：市民の森公園、古戦場公園テニスコート
高岡市スポーツ少年団 （来訪）
本部長、指導者ほか９人
木津ソフトテニス、高岡ソフトテニス、団員１６名
長野県スポーツ少年団東信地区競技別交流大会
(テニス競技)
日時：６月５日（日）、６月１９日（日）
場所：古戦場公園テニスコート、丸子テニスコート
参加者数 ： ６１人
長野県スポーツ少年団競技別交流大会（ラグビー競技）
日時：９月２５日（日）
場所：菅平高原サニアパーク
参加者数 ： １７０人

指導者・母集団育成事業

東信地区指導者・母集団研修会
日時：６月１２日(日) 午後２時
場所：丸子総合体育館 会議室
テーマ：「自ら考える・自ら動く・仲間を思う子どもを育て
よう」
講師 ： 木口 博文氏 （認定教育コーチ）
参加者数 ： ２４人
指導者研修会
日時：３月１２日(日) 午後３時
場所：上田城跡公園第二体育館・会議室
内容：「スポーツから学ぶ生きる力」
講師：パク サンジュン 氏

事 業

内 容
（公財）身体教育医科学研究所:研究部長
参加者数 ： ２６人
指導者・母集団研修会
日時：３月２８日(火) 午後７時
場所：市教育委員会 会議室
内容：「しっかり食べて強くなる！」
講師：こばた てるみ 氏 ㈱しょくスポーツ代表取締役
参加者数 ： ４１人

その他活動

野球の日野球大会
日時：８月１日、８～９日（２３チーム）
場所：県営上田野球場ほか
内容：上越市少年野球チームとの軟式野球交流
全国植樹祭への参加
日時：６月５日（日） 参加 ： １２０人

（５）広報・情報活動事業
「体協うえだ」発行

（６）東日本大震災復興支援事業

第７３号「体協うえだ」 発行
発行日 ４月１５日号 発行部数 12,000 部
第７４号「体協うえだ」 発行
発行日 ８月１５日号 発行部数 12,000 部
第７５号「体協うえだ」 発行
発行日 １２月１５日号 発行部数 12,000 部
東日本大震災義援金活動
・２８年度義援金寄託額 １３５，３２５円 〔団体５・個人２〕
・３月３１日現在残高
８２，３１２円
義援金贈呈被災地訪問
日時：６月２１日（火）～２２日（水）
訪問先：宮城県名取市、岩沼市、亘理町、山元町、
白石市の各体育協会
訪問者：森会長、増澤副会長、丸山副会長、
小林副会長、随行事務局１名（計５名）
義援金額：各体育協会へ１０万円（計５０万円を贈呈）
上田市・宮城県南三陸町スポーツ交流交歓会
日時：７月２９日（金）～３１日（日） ２泊３日
場所：宮城県 南三陸町
内容：義援金１０万円の贈呈及び、スポーツ少年団軟式
野球交流会
参加者 ： ２８人 （大人１５人・子ども１３人）
・体育協会役員 １人（湶副会長）
・スポーツ少年団役員 １人（宮下副本部長）
・軟式野球スポーツ少年団 １６人

事 業

内 容
（指導者２人、団員９人、保護者５人）
・塩田少年野球教室 ７人
（指導者１人、団員４人、保護者２人）
・随行職員 ３人（小林局長ほか事務局員２人）

（７）スポーツ教室・各種大会等開催と
支援協力

加盟団体スポーツ教室の開催 (市主催)
・ゴルフ教室 ・少林寺拳法教室 ・卓球教室 ・合気道教室
・ソフトテニス教室 ・弓道教室 ・テニス教室・バドミントン
教室 ・ソフトバレーボール教室
・こどもの日すもう大会 ５月５日 （１０２人）
・第２８回全日本生涯野球大会
６月１１～１２日（１３１チーム）
・第２２回市民陸上カーニバル ６月５日
・第１１回クローバー杯市民ゴルフ大会 ７月２日～４日
・第２１回信州爆水ＲＵＮin 依田川 ８月７日
・市民水泳記録会 ８月２１日
・第２７回ともしびの里駅伝大会 １０月２３日（１０９チーム）

（８）地域各種イベント協力

・染屋台グラウンド維持管理ボランティア作業
日時：４回（５月～９月最終土曜日）
協力団体：上田市軟式野球連盟、
上田市サッカー協会、
上田ソフトボール協会、
上田市グラウンドゴルフ協会
・第３５回上田真田まつり武者行列
日時：４月２４日(日) 参加 ： ５６人
・第７回真田幸村公出陣ねぷた曳航
日時：９月３日(土)
参加 ： １１６人

（９）社会奉仕活動

・市内幼稚園へのボール寄贈
贈呈式 ： ６月１４日（火）
場所：上田幼稚園、 森会長・小林専務理事出席
贈呈品：幼児用ボール各園４個
寄贈園：
6/15 梅花幼稚園・たちばな幼稚園・聖マリア幼稚園
大屋幼稚園 （湶副会長）
6/16 西望幼稚園 （小林副会長）
6/23 いずみ幼稚園 （木島副会長）
6/24 上田南幼稚園・上田女子短期大学附属幼稚園
日向幼稚園・上田北幼稚園・おひさまクラブ幼
稚園 （増澤副会長）

