
令和元年度一般財団法人上田市体育協会 事業報告附属明細書（令和元年 4月～2年3月） 

事   業 内   容 

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18日(火)午後 4時 

場所：ささや 会議室 

 

 

第２回定時評議員会 ※書面表決 

   表決日：3月18日（水） 

  

   

 〔理事会〕 

第１回定時理事会 

日時：6月4日(火) 午後 4時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

 

第２回臨時理事会 

   日時：6月１８日（火） 午後5時30分 

   場所：ささや 会議室 

 

第３回定時理事会 

   日時：11月7日（木） 午後４時 

   場所：市教育委員会 会議室 

 

第４回臨時理事会 

   日時：1月14日（火） 午後3時15分 

   場所：市教育委員会 会議室 

第5回定時理事会 

   日時：3月11日（水） 午後3時15分 

   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１4日(火) 午前 9時30分  

場所：市教育委員会 会議室 

 

正副会長会議 （6回開催） 

   期日：4月16日(火)、 5月27日(月) 

7月17日(水)、9月24日(火) 

12月２日(月)、２月27日（木） 

 

 

 

 

会議事項  

（1）議事録署名人の選出の件 

（2）30年度事業報告・決算承認の件 

（3）定款の一部改正の件 

（4）理事・監事選任の件 

表決事項 

（1）2年度事業計画の件 

（2）2年度収支予算の件 

 

 

会議事項 

（1）30年事業報告承認の件 

（2）30年度決算報告承認の件 

（3）定款の一部改正の件 

（4）第１回評議員会開催の件 

会議事項 

（1）業務執行理事の選任 

（2）顧問参与選任の件 

（3）専門委員の選任の件 

会議事項 

(1)令和元度体育協会表彰者の件 

(2)コンプライアンス基本方針の策定の件 

(3)国民体育大会出場選手団体等規程改正の件 

会議事項 

(1)国民体育大会出場選手団体等規程改正の件 

 

会議事項 

(1)2年度事業計画の件 

(2)2年度収支予算の件 

(3)指定管理応募の件 

(4)個人情報保護方針策定の件 

(5)第２回評議員会の件 

 

 

監査内容 

（1）30年度一般会計・スポーツ少年団業務監査 

 

 

会議内容 

(1)会議報告及び問題事項等の検討 

場所：市教育委員会会議室ほか 

 



事   業 内   容 

〔委員会〕 

 合同委員会 ※以降新委員 

   日時：6月28日（金）午後６時 

   場所：ささや 

 

第1回総合企画委員会 ※旧委員 

日時：5月16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：10月31日（木） 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：3月4日(水) 午後６時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

 

 

第１回競技力向上委員会 ※旧委員 

日時：5月14日(火) 午後６時 

場所：市教育委員会 会議室 

第２回競技力向上委員会 

日時：10月10日（木） 午後６時 

   場所：城跡公園第2体育館会議室 

 

第３回競技力向上委員会 

日時：2月19日(水) 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：2月17日(月) 午後５時３０分 

   場所：市教育委員会 会議室 

 

 

第１回施設委員会 ※旧委員 

日時：5月21日(火) 午後5時 

   場所：市教育委員会 会議室 

第3回施設委員会 

日時：10月1日(火) 午後1時 

   場所：御代田町体育施設視察 

第4回施設委員会 

日時：10月1日(火) 午後1時 

   場所：市教育委員会 会議室 

 

 

第１回広報・情報委員会 

日時：7月24日(火) 午後４時 

 場所：市教育委員会 会議室 

 

会議内容 ※全委員会共通 

（1）正副委員長選出の件 

（2）今後の取組について 

（3）情報交換会 

会議内容 

（1）30年度事業報告・決算、会計監査の件 

（2）定款の一部改正の件 

会議事項 

（1）令和元年度表彰候補者の件 

（2）餞別規程の一部改定の件 

会議事項 

(1)2年度競技団体補助金の件 

(2)2年度事業計画・予算案の件 

(3)個人情報保護方針案の件 

(4)賛助会員の件 

 

会議事項 

(1)元年度競技力向上事業補助金の件 

(2)シリーズスポーツ講演会の件 

会議事項 

（1）競技力向上事業補助金の件 

（2）餞別贈呈規程の件 

（3）スポーツ講演会開催の件 

会議事項 

(1)競技向上事業補助金確定審査 

(2)シリーズスポーツ講演会の件 

(3)2巡目長野国体に向けた強化事業の件 

 

会議事項 

(1)ウォーキングの件 

(２)次年度事業の件 

(３)ビジョンの件 

 

会議事項 

(1)施設整備の件 

 

会議事項 

（1） 御代田町テニスコート視察 

 

会議事項 

（1）テニスコート整備基本構想の件 

（2）改善要望の件 

（3）委員会活動の件 

 

会議事項 

(1)「第81号体協うえだ」発行の件 

 



事   業 内  容 

第3回広報・情報委員会 

日時：11月6日(水) 午後４時30分 

   場所：市教育委員会 会議室 

第4回広報・情報委員会 

   日時：12月3日（火）午後 1時 

   場所：市教育委員会 会議室 

第5回広報・情報委員会 

日時：3月23日(月) 午後4時 

場所：市教育委員会 会議室 

 

加盟団体代表者会議 

   日時: 7月2日(火) 午後６時 

   場所：市教育委員会 会議室 

 

 

 

東信都市体育協会連絡協議会 

   日時：8月28日(水) 午後２時 

   場所： ＪＡラヴェリテ東御 

 

 

 

 

 

 

上田市議会スポーツ振興議員連盟懇談会 

  日時：2月7日(金) 午後5時 

  場所：ささや会議室 

 

（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17日(火) 午後 5時30分 

場所：上田東急REIホテル 

 

第68回上田市民総合体育大会 

期日： 6月～2月（１７競技） 

 

 

 

第33回上田古戦場ハーフマラソン 

期日：10月13日(日)  

 

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 

 

 

会議事項 

(1)「第82号体協うえだ」発行の件 

 

会議事項 

(1)「第82号体協うえだ」校正の件 

 

会議事項 

(1)「第83号体協うえだ」発行の件 

 

 

会議事項 

(1)30年度事業報告・決算報告の件 

(2)スポーツ施設整備基本構想・整備計画の件 

(3)新規賛助会員募集協力の件 

(4)2巡目長野国体の件 

 

視察 

 （1）湯の丸高原高地トレーニング施設 

会議事項 

(1)当面の課題について（県体協事務局長より現況報告） 

(2)各市提案事項・情報交換会 

参加：42人、長野県スポーツ協会（専務理事・事務局長、国

体準備室長）、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)体協補助金の件 

(2)指定管理者の件 

 

 

令和元年度体育協会表彰者 

体育功労賞 12人、栄光賞4人、勲功1人受賞 

参加者：150人 

 

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 

      (弓道競技台風により中止) 

台風19号災害により中止 

申込者数：2,096人 体協動員：193人ほか陸上70人 

 

講師：玉城良二氏（長野東高教員） 

参加者： 83人 

テーマ「公立高校の全国への挑戦」 



事  業 内  容 

 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 

午前１０時～１２時 

場所：城跡公園第２体育館・城跡体育館 

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 

午後２時～４時 

場所：自然運動公園総合体育館 

市民健康体力つくりの日 

期日：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 

 

第74回国民体育大会 

上田市関係出場選手壮行会 

 

 

第75回国民体育大会冬季出場者激励 

期日：２月13日(木) 

 

第19回会長杯争奪親睦ゴルフ大会 

期日：5月17日（金） 

第20回会長杯争奪親睦ゴルフ大会 

期日：10月4日（金） 

 

 

(４)スポーツ少年団育成事業 

 

スポーツ少年団登録状況 

 

 スポーツ少年団表彰 

 

 スポーツ少年団諸会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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： 5,186人  

 

内容：ピンポン、腰痛健康体操、ビーチボールバレー 

参加者数： 1,276人  

 

 

内容：ゲートボール  

参加者数：246人  

 

 

 

茨城国体上田市関係出場者 

選手23人・監督 2人 

日時：9月17日(火) 午後４時 

場所：アリオ上田星のコート（イベントホール） 

冨山国体上田市関係出場者（スキー競技） 

選手4名 /菅平高原スキークラブ・上田西高へ寄託 

 

場所：浅間高原カントリー倶楽部 

参加者数：35人 

場所：上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 

参加者数：40人 

 

 

登録単位団数 47団 

 

指導者数 548人・団員数 1，852人 本部役員 21人 

 

上田市スポーツ少年団功労者表彰（6人） 

 

第１回本部員会 

日時：6月14日(金) 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：6月27日(木) 午後７時 

場所：市教育委員会 会議室 

第２回本部員会 

日時：10月8日(火) 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16日(水) 午後７時 

場所：市教育委員会 会議室 

第３回本部員会 

日時：2月26日(水) 午後６時３０分 

場所：市教育委員会 会議室 



事   業 内  容 

  交流交歓事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）広報情報活動 

 

 

 

 

(６) 復興支援事業 

 

 

 

（７）スポーツ教室・各種大会協力 

 

 

 

 

 

 

 

（８）地域各種イベント協力 

 

 

（９）その他 

第32回上田市スポーツ少年団交流大会 

期日：11月3日（日） 

場所：上田城跡公園陸上競技場 

参加者数：395人 

野球の日野球大会 

期日：8月3日、4日 

会場：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 

 

第81号体協うえだ 発行 

発行日  ８月１５日号  発行部数 12,000部 

第82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 

・義援寄託額   ２４４，２１７円 （３月３１日現在） 

 

 

・市民スポーツ教室の開催(29教室) 通年 

・第5回太郎山登山競走 5月3～4日 

・こどもの日すもう大会  ５月５日 

・市民陸上カーニバル 9月23日 

・クローバー杯市民ゴルフ大会 6月 22日～2４日 

・第24回信州爆水ＲＵＮin依田川  8月4日 

・市民水泳記録会 ８月25日 

 

上田真田まつり武者行列（上田市スポーツ少年団員依頼） 

期日：４月29日  56人参加 

 

東御市体育協会視察(事務局) 

 期日：５月１０日 

 内容：指定管理業務について 

松本体育協会視察(小林副会長・事務局) 

 期日：７月3日 

 内容：指定管理業務について 

 


