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平成２１年度 財団法人上田市体育協会事業実施報告
実 施 内 容
１ 事業
（１）理事会及び評議員会
第１回理事会
日時：５月２５日(月) 午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

内

容

会議事項
①２０年度事業報告の承認について
②２０年度一般会計決算の承認について
③２０年度特別会計決算の承認について
④２０年度収益事業会計決算の承認について

第２回理事会
日時：５月２５日(月) 午後４時３５分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①２１・２２年度会長/副会長/専務理事の選任について
②顧問・参与の選任について
③専門委員会委員の選任について

理事会（書面表決）
期日：７月１日(水)

表決事項
①専門委員の選任について

第３回理事会
日時：９月２５日(金) 午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①２１年度体育協会表彰者の承認について

第４回理事会
日時：３月１８日（木）午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①２１年度一般会計第１号補正予算について
②２２年度事業計画について
③２２年度一般会計予算について
④２２年度収益事業特別会計予算について
⑤特定預金取崩しについて

第１回評議員会
日時：５月２５日(月) 午後２時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①２０年度一般会計補正予算の承認について
②２０年度市民の森公園補正予算の承認について
③２０年度事業報告の承認について
④２０年度一般会計決算報告の承認について
⑤２０年度特別会計決算報告の承認について
⑥２０年度収益事業会計決算報告の承認について
⑦２１年度事業計画の承認について
⑧２１年度一般会計収支予算の承認について
⑨２１年度収益事業特別会計の承認について
⑩２１年度特定積立預金の一部取り崩し処分について
⑪２１・２２年度理事の選出について
⑫２１・２２年度監事の選出について

第２回評議員会
日時：３月１８日（木） 午後３時
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①２１年度一般会計第１号補正予算について
②２２年度事業計画について
③２２年度一般会計予算について
④２２年度収益事業特別会計予算について
⑤特定預金取崩しについて
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（２）諸会議の開催
１ 会計監査
日時：５月１１日(月) 午前１０時
場所：城跡公園第二体育館

内 容
①一般会計・特別会計・収益事業特別会計

２ 各専門委員会
第１回総務専門委員会（旧委員会）
日時：５月１３日(水) 午後１時３０分
場所：城跡公園第２体育館

会議事項
①H２０年度上田市体育協会事業報告について
②H２０年度上田市体育協会一般会計決算について
③H２０年度上田市体育協会特別会計決算について
④H２０年度収益事業会計決算について

第２回総務専門委員会
日時：６月２６日（金）午後４時
場所：一貫茶屋（岩田屋旅館）

会議事項
①正副委員長の選出について
②２１年度事業計画及び今後の取り組みについて

第３回総務専門委員会
日時：９月１１日(金) 午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①Ｈ２１年度上田市体育協会表彰者について
②加盟団体補助金見直しについて

第４回総務専門委員会
日時：１０月２１日（水） 午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①２１年度栄光賞候補者について
②加盟団体補助金について

第５回総務専門委員会
日時：３月９日（火） 午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①２１年度一般会計第１号補正予算について
②２２年度事業計画について
③２２年度一般会計予算について
④２２年度収益事業特別会計予算について

第１回競技力向上専門委員会
日時：７月８日(金) 午後４時
場所：香青軒

会議事項
①正副委員長の選出について
②２１年度事業計画および今後の取組みについて
③競技力向上事業補助金交付について
④ストレッチング・テーピング講習会について
⑤市民健康体力つくり５００回事業について

第２回競技力向上専門委員会
日時：８月１０日(月) 午後７時
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①競技力向上事業補助金交付審査について
②ストレッチング・テーピング講習会について

第３回競技力向上専門委員会
日時：１０月２３日(金) 午後４時
場所：水扇

会議事項
①２１年度上田市スポーツ少年団の状況について
②ストレッチング・テーピング講習会事業報告について
③指導者・審判員党への育成強化について
④２２年度への取り組みについて
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第４回競技力向上専門委員会
日時：１２月１０日(水) 午後４時
場所：岩田屋旅館

会議事項
①２１年度選手強化事業補助金確定審査について
②指導者等アンケート調査の実施について
③２２年度講習会の開催について

第１回財務専門委員会
日時：７月１０日(木) 午後４時
場所：中村屋

会議事項
①正副委員長の選出について
②２１年度事業計画及び今後の取組みについて
③賛助会員の状況について

第２回財務専門委員会
日時：１１月２６日（木） 午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①21 年度賛助会員の状況について
②未納会員の取組みについて
③スポーツ会館建設について

第１回施設専門委員会
日時：６月３０日(火) 午後４時
場所：桂旅館

会議事項
①正副委員長の選出について
②Ｈ２１年度事業計画および今後の取組みについて
③施設改善アンケート調査実施について

第２回施設専門委員会（施設現地調査）
日時：８月１９日(水) 午前９時
場所：市内体育施設・
城跡公園第２体育館

現地調査
①古戦場公園多目的グラウンド
②城跡公園体育施設
会議事項
①改善調査今後の取組みについて
②先進地体育施設視察について

第３回施設専門委員会
日時：２月２日(火) 午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①先進体育施設視察の感想について
②今後の取り組みについて

第１回広報専門委員会
日時：６月２３日(火) 午後３時
場所：城跡公園第二体育館
第２回広報専門委員会
日時：７月３０日(木) 午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①正副委員長の選出について
②２１年度事業計画及び今後の取り組みについて
③２１年度「体協うえだ」発行について
会議事項
①「第５７号体協うえだ」校正について
②広告アンケート結果報告について

第３回広報専門委員会
日時：１０月１４日(木) 午後１時３０分
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①「体協うえだ」広告掲載について
②「第５８号体協うえだ」の発行について

第４回広報専門委員会
日時：１１月１２日(木) 午後５時
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①「第５８号体協うえだ」編集について
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加盟団体事務担当者会議
日時：６月１８日(木)
昼の部 午後１時３０分
夜の部 午後７時
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①加盟団体補助金について
②競技力向上事業補助金について
③施設改善アンケートの実施について

加盟団体事務担当者会議
日時：３月２５日(木)
昼の部 午後１時３０分
夜の部 午後７時
場所：城跡公園第二体育館

会議事項
①22 年度加盟団体補助金について
②22 年度競技力向上事業補助金について
③指導者調査について
④２２年度施設改善アンケートの実施について
⑤ホームページについて
⑥賛助会員新規会員募集のお願い

先進都市体育施設視察
日時：１２月３日(木) 午前８時

視察場所（山梨県 : 南アルプス市／甲府市）
（１）櫛形総合公園視察（南アルプス市）
（２）山梨県小瀬スポーツ公園（甲府市）
参加者：施設専門委員・関係加盟団体役員・体育課施設係

新公益法人制度改革説明会
（長野県政出前講座）
日時：９月１１日（金）
場所：城跡公園第二体育館

内容
①新公益法人制度の概要ほか
講師：長野県総務部情報公開私学課 法務係 黒岩主事
（出席/理事・総務専門委員 １９名）

上田市体育協会納会・表彰式
日時：１２月１６日(水) 午後６時
場所：上田高砂殿

２１年度体育協会表彰者
体育功労賞 １２名受賞
栄光賞
２名受賞
特別賞
1 チーム（上田陸協駅伝部）
出席者：１２２名

東信都市体育協会連絡協議会
日時：８月２６日(水) 午後３時
場所：佐久平ハイウェイオアシス
「パラダ」

会議事項
・当面の課題について（県体協事務局長より現況報告）
・情報交換会
・出席：副会長、事務局員 （５名）

教育長懇談会
日時：１０月２７日(火) 午前１０時
場所：教育委員会会議室

出席：教育長、次長、体育課長、正副会長、事務局長
内容
①補助金について

上田市・教育委員会・体育協会懇談会
日時：１１月１９日(月) 午後５時
場所：ホテル祥園

出席者 行政：市長、教育長、教育次長、体育課長
体協：正副会長、事務局長
内容
①スポーツ会館について
②補助金について
③体育施設の建設について
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教育長懇談会
日時：３月１１日(木) 午前１０時
場所：教育委員会会議室

内容
①加盟団体補助金について
②事務局増設について
出席：教育長、次長、体育会長、正副会長、事務局長

（３）スポーツ普及事業
上田市スポーツ少年団育成事業
登録単位団数 ３４団
指導者数
４３６名 ・ 団員数

２，１９９名

第５８回上田市民総合体育大会 （15 競技）
期日：８月～１１月
参加者数 ３，１３８名
第２３回古戦場健康ハーフマラソン
日時：平成２１年１０月１０日(土)
参加者数：１，３５１名
招待選手：上野裕一郎 (SB 食品)
市民健康体力つくりの日
日時：通年 毎週木曜日（全４８回）午前 10 時～12 時
場所：城跡公園第２体育館・城跡体育館
参加者数：５，５５４名
市民健康体力つくりの日５００回記念式典
日時：７月２１日(木)午前 10 時～12 時
場所：城跡公園第２体育館
講師：犬飼 己紀子先生(松本大学教授)
ストレッチング講習会 講師：小嶋国彦氏
日時：５月１４日(木) 午後６時３０分
参加：３６名
テーピング講習会
講師：小嶋国彦氏
日時：５月２１日(木) 午後６時３０分
参加：４７名
ストレッチング講習会
日時：９月１０日(木)
テーピング講習会
日時：９月１７日(木)

講師：小嶋国彦氏
午後６時３０分
参加：３２名
講師：小嶋国彦氏
午後６時３０分
参加：３３名

第６４回国民体育大会「トキメキ新潟国体」
上田市関係出場選手壮行会
日時：９月１０日(木) 午後 4 時
場所：上田市役所６階大会議室
体育協会関係出場者数：５３名
第１回会長杯争奪親睦ゴルフ大会
期日 ９月１５日（火）
場所 望月カントリークラブ
参加者 ４１名
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（４）広報活動事業

（５）スポーツ教室・各種大会等開催と
支援、協力

（６）その他
体育協会事務担当者会議
日時：１月２７日（水）午前１０時
場所：体育課
第１回合併調整会議
日時：３月１７日（水）午後２時
場所：体育課

第５７号体協うえだ 発行
発行日 ８月１５日号
第５８号体協うえだ 発行
発行日 １２月１５日号
（旧上田市内自治会回覧）

発行部数 9,000 部
発行部数 9,000 部

全国スポーツ少年団軟式野球県大会 ６月１３～１４日 160 名
長野県スポーツ少年団硬式野球交流大会
８月２９～３０日 400 名
長野県スポーツ少年団剣道交流大会 ８月２３日 291 名
加盟団体スポーツ教室の開催(市主催) 461 名
・ゴルフ教室 ・少林寺拳法教室・卓球教室
・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(火) 110 名
陸上カーニバル
６月１４日(日) 520 名
クローバーカップゴルフ大会 ７月４～６日 499 名
学童野球大会
７月２５日～８月２日 660 名
野球の日野球大会 ８月８～９日 740 名
市民水泳記録会
８月２２日 220 名
３ｏｎ３バスケットボール大会 ８月２日・１１月１日 287 名
第４回人権を考える市民の集い １０月７日
第８回真田幸村ロマンウォーク １０月２４～２５日
第１２回千曲川クリーンウォーク １０月３１日
小学生スキー教室 1 月４～５日 (菅平高原) 79 名
学童サッカー大会 ３月２０～２１日 900 名

内容
①体育協会の合併について
出席：上田体協、丸子体協、真田町体協
内容
①上田市の考えについて
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