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平成２２年度 財団法人上田市体育協会事業実施報告（平成２２年４月～２３年３月） 

事業内容 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２０日(木) 午後１時３０分 

場所：城跡公園第二体育館 

 

 

 

 

第２回理事会 

日時：５月２０日(木) 午後４時３０分 

場所：城跡公園第二体育館 

 

第３回理事会 

   日時：９月１６日(木) 午後１時３０分 

   場所：城跡公園第二体育館 

 

 

 第４回理事会 

   日時：３月２４日（木）午後１時３０分 

   場所：城跡公園第二体育館 

 

 

 

第１回評議員会 

日時：５月２０日(木) 午後３時 

場所：城跡公園第二体育館 

  

 

 

 

 

 

 第２回評議員会 

  日時：９月１６日（木） 午後３時 

  場所：城跡公園第二体育館 

 

第３回評議員会 

   日時：３月２４日（木）午後３時３０分 

   場所：城跡公園第二体育館 

 

 

会議事項 

①２１年度事業報告の承認について 

②２１年度一般会計決算の承認について 

③２１年度収益事業特別会計決算の承認について 

④２１年度市民の森公園・室内プール特別会計決算 

の承認について 

⑤専務理事の設置について 

⑥（財）上田市体育協会ビジョン検討委員会について 

 

会議事項 

①専務理事の選任について 

 

 

会議事項 

①２２年度体育協会表彰者の承認について 

②一般会計第1 次補正予算（案）について 

③上田市体育協会事務局の移転について 

 

会議事項  

①２２年度事業計画について 

②２２年度一般会計予算について 

③新公益法人制度移行について 

④市内３体育協会の統合について 

 

会議事項 

①平成２１年度事業報告の承認について 

②平成２１年度一般会計決算の承認について 

③平成２１年度収益事業特別会計決算報告の承認について 

④平成２１年度市民の森・室内プール特別会計決算の承認に

ついて 

⑤理事の選出について 

⑥上田市体育協会ビジョン検討委員会設置について 

 

会議事項  

①平成２２年度一般会計第１号補正予算について 

②上田市体育協会事務局の移転について 

 

 

会議事項  

①２２年度事業計画について 

②２２年度一般会計予算について 

③新公益法人制度移行について 

④市内３体育協会の統合について 
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事業内容 内   容 

 
（２）諸会議の開催 

会計監査 

日時：４月２０日(火) 午前１０時  
場所：城跡公園第二体育館 

  

 正副会長会議 

  期日：毎月1 回開催（１２回） 

  場所：城跡公園第二体育館ほか  

 

各専門委員会 
第１回総務専門委員会 

日時：５月１４日(金) 午前１０時 

   場所：城跡公園第２体育館 

 

 

第２回総務専門委員会 

日時：６月２１日（月）午前１０時 

場所：城跡公園第二体育館 

 

第３回総務専門委員会 

日時：９月１０日(金) 午後１時３０分 

場所：城跡公園第二体育館 

 

第４回総務専門委員会 

   日時：１１月１８日（木） 午後４時 

場所：城跡公園第二体育館 

第５回総務専門委員会 

   日時：２月２日（水） 午前１０時 

   場所：教育委員会やぐら下庁舎 

 第６回総務専門委員会  

   日時：３月１０日（木） 

   場所：ささや    

 

 

 

 

第１回競技力向上専門委員会 

日時：５月１１日(火) 午後４時 

場所：いながき 

 

 

第２回競技力向上専門委員会 

日時：１１月２４日（水) 午後１時３０分 

   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 

 

 

会議内容 

①諸会議報告及び諮問事項の検討 

 

 

会議事項  

①平成２１年度上田市体育協会事業報告について 

②平成２１年度上田市体育協会一般会計決算について 

③平成２２年度上田市体育協会特別会計決算について 

④体育協会ビジョン検討委員会の設置について 

⑤専務理事の設置について 

会議事項 

①事務局移転について 

②スポーツ会館積立金について 

③新公益法人制度について 

会議事項 

①平成２２年度上田市体育協会表彰について 

②一般会計第１次補正予算（案）について 

③（財）上田市体育協会事務局移転について 

会議事項 

①平成２２年度栄光賞・勲功賞候補者について 

②平成２３年度加盟団体補助金について 

会議事項 

①体育協会の統合について 

②新公益法人制度の移行について 

会議事項 

①２２年度事業計画について 

②２２年度一般会計予算について 

③新公益法人制度移行について 

④体育協会の統合について 

⑤２年間の反省と今後の取組・課題について 

 

会議事項 

①平成２１年度選手強化事業補助金確定審査について 

②平成２２年度競技力向上事業の審査について 

③指導者等アンケート調査結果報告について 

④ストレッチング講習会について 

会議事項 

①テーピング講習会について  

②平成２１年度選手強化事業補助金確定審査について 

（追加分） 

③競技力向上事業加盟団体ヒアリング調査実施について  
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事業内容 内  容 

 

第３回競技力向上専門委員会 

日時：１月１３日(木) 午後４時 

   場所： 上田市教育委員会やぐら下庁舎 

 

 

 

第１回財務専門委員会 

日時：７月２１日(水) 午前１０時 

   場所：城跡公園第二体育館 

 

 

 

第２回財務専門委員会 

   日時：１２月７日（火） 午後１時３０分 

   場所：城跡公園第二体育館 

 

 

 第３回財務専門委員会 

  日時：２月２３日（水） 午後３時 

  場所：香青軒 

 

 

 第１回施設専門委員会 

日時：１１月１５日(月) 午前９時 

   場所：場所：市内体育施設・ 

城跡公園第２体育館 

 

 

第２回施設専門委員会 

日時：３月２９日(火) 午後４時 

   場所：大正館えんぎや 

 

 

第１回広報専門委員会 

日時：４月２６日(月) 午前１０時 

   場所：城跡公園第二体育館 

 

第２回広報専門委員会 

日時：６月１０日(木) 午後４時 

   場所：城跡公園第二体育館 

 

 

会議事項 

①加盟団体アンケートについて 

②指導者養成について 

③平成 23 年度事業計画について 

 

 

会議事項 

①平成２１・２２年度賛助会員の状況について 

②未納会員の今後の取組みについて 
③体育協会事務局移転について 

④スポーツ会館積立金について 

 

会議事項 

①平成２２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スポーツ会館積立金について 

 

会議事項 

健康プラザ施設見学 

①２１・２２年度の反省について 

②次年度への課題について 

 

会議事項 

①現地調査 

②改善調査今後の取組みについて 

③先進地体育施設視察について 

 

 

会議事項 

①加盟団体体育施設改善要望について 

②２年間の反省と今後の課題取組について 

 

 

会議事項 

①平成２２年度の発行について 

②「第５９号体協うえだ」掲載内容について 

③ホームページ開設について 

会議事項 

①「第５９号体協うえだ」校正について 

②広報専門委員の辞任届について 
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事業内容 内  容 

 

第３回広報専門委員会 

日時：１０月１４日(木) 午後６時３０分 

場所：上田市教育委員会 

 

第４回広報専門委員会 

日時：１１月１６日(火)  午後１時３０分 

場所：城跡公園第二体育館 

  

第５回広報専門委員会 

   日時：２月８日（火） 

場所：桂旅館 

 

 

第１回ビジョン検討委員会 

日時：４月２６日(月) 午前１０時 

   場所：城跡公園第二体育館 

 

 

第２回ビジョン検討委員会 

日時：６月１０日(木) 午後４時 

   場所：城跡公園第二体育館 

 

第３回ビジョン検討委員会 

日時：１１月１６日(木) 午後６時 

場所：上田市教育委員会やぐら下庁舎 

 

第４回ビジョン検討委員会 

日時：１２月２１日(火)  午後５時 

場所：上田市教育委員会やぐら下庁舎 

 

 

 

 

第５回ビジョン検討委員会 

日時：１月１９日(水)  午後４時 

場所：上田市教育委員会やぐら下庁舎 

 

第６回ビジョン検討委員会 

日時：２月２４日(水) 午後４時 

場所：上田市教育委員会やぐら下庁舎 

 

 

 

 

 

 

会議事項 

①「第６０号体協うえだ」の発行について 

②今後の予定について 

  

会議事項 

①「第６０号体協うえだ」校正について 

 

 

会議事項 

①２１・２２年度の反省について 

②次年度への課題について 

 

 

会議事項 

①委員長選出 

②ビジョンの考え方について 

③意見交換 

 

会議事項 

①体育協会の組織拡充について 

②スポーツ振興全般について 

 

会議事項 

①競技力の向上について 

②スポーツ振興全般について 

 

会議事項 

①ビジョン数値目標のたたき台について 

②加盟団体の組織図について 

③市民の生涯スポーツについて 

④スポーツ少年団について 

②スポーツ振興全般について 

 

会議事項 

①加盟団体アンケートについて 

②前回までの意見集約について 

 

会議事項 

①「上田市スポーツ振興計画(案)」について 

②スポーツ振興全般について 
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会議内容 内   容 

 

県内 5 市体育協会事務局長会議 

日時：６月１６日（水）  午後２時 

場所：松本市総合体育館会議室 

 

 

 

東信都市体育協会連絡協議会 

    日時：８月２４日(火) 午後１時３０分 

    視察：サニアパーク菅平 

    会議：上田温泉ホテル祥園 

 

 

上田市教育長懇談会 

日時：１０月２９日(金) 午後１時３０分 

場所：上田市教育委員会やぐら下庁舎 

 

 

 

 

 

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：上田温泉ホテル祥園 

 

 

 

 

 

   

（３）スポーツ普及事業 

 

 

 

 

 

 

会議事項 

①新公益法人制度改革について 

②各市質問・紹会事項及び情報交換 

参加団体：県体育協会 

長野市、松本市、岡谷市、飯田市、上田市各体協 

 

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 
・参加：県体協、上田市教育委員会、佐久市・小諸市・東

御市体育協会、上田市体育協会３役、専門委員長

 
内容 
①上田市スポーツ振興計画と体育協会ビジョン検討委員会

について 
②加盟団体補助金について 
③体育施設整備について 
出席：教育長、教育次長、体育課長、正副会長、 

正副会長４名、専務理事、事務局長 
 
内容 
①上田市スポーツ振興計画と体育協会ビジョン検討委員会

について 
②加盟団体補助金について 
③体育施設整備について 
出席：教育長、教育次長、体育課長、正副会長、 

正副会長４名、専務理事、事務局長 
 
 
上田市体育協会納会・表彰式 

日時：１２月１６日(木) 午後６時 

場所：国際２１クリスタルホール 

「平成２２年度体育協会表彰者」 
  体育功労賞 ７名受賞 
  栄光賞   ４名受賞 

勲功賞   ４名受賞 
  出席者：１２９名 
 

上田市スポーツ少年団育成事業（通年）  

  登録単位団数  ３４団 

  指導者数    ４３６名 ・ 団員数  ２，０９３名  
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会議内容 内  容 

 

 

 

 

 

第５９回上田市民総合体育大会 （15 競技） 

期日：８月～２月 

参加者数 ３，０６８名 
第２４回古戦場健康ハーフマラソン 

  日時：平成２２年１０月１０日(日) 

  参加者数：１，６４６名 

  招待選手：松本 昴大 選手 (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： ５，７９７名 

市民健康体力つくりの日・体力アップ事業講演会 

 日時：７月２９日（木） 午前１０時 

 場所：城跡公園第２体育館 

講師:中村 崇 先生 「楽しく動いて老化予防」 

（佐久平整形外科クリニック 医学療法士） 

ストレッチ講習会 講師：小嶋国彦氏 

日時：４月１５日(木) 午後６時３０分 参加：３６名 

   場所：城跡公園第２体育館 

ストレッチ講習会   講師：小嶋国彦氏 

日時：４月２２日(木) 午後６時３０分 参加：４７名 

   場所：城跡公園第２体育館 

テーピング講習会 講師：小嶋国彦氏 

日時：９月２日(木) 午後６時３０分  参加：２８名 

場所：城跡公園第２体育館 

テーピング講習会   講師：小嶋国彦氏 

   日時：９月１０日(木) 午後６時３０分  参加：２７名 

場所：城跡公園第２体育館 

ストレッチング講習会 

   日時：３月５日（土） 午後１時３０分～４時３０分 

  参加：２９名 

   場所：自然運動公園総合体育館小競技場 

 

第６５回国民体育大会「千葉国体」上田市関係出場選手壮行会

   日時：９月２１日(火) 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：３０名 

 

長野県スポーツ少年団東信地区剣道交流大会 

期日：８月２２日 ３０１名 

会場：上田城跡公園体育館ほか 

長野スポーツ少年団認定員講習会  

期日：１１月２７～２８日 ４８名 

会場：上野が丘公民館  
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事業内容 内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

 

 

第２回会長杯争奪親睦ゴルフ大会 

期日：４月９日（金）   

場所：浅間高原カントリー倶楽部  

   参加者 ４５名  

第３回会長杯争奪親睦ゴルフ大会 

期日：９月２８日（火）   

場所：望月カントリークラブ  

参加者：２８名  

第６５回国民体育大会出場者報告会 

日時：１０月２９日(金) 午後５時 

場所：上田市役所 

   参加者：上位入賞者５名および出場監督コーチ３名 

ＡＥＤ講習会 

   日時：４月２４日（土）午後１時 

   場所：上田消防署 消防会館 

   参加者：２８名 

 

第５９号体協うえだ 発行 

発行日  ８月１５日号  発行部数 9,000 部 

第６０号体協うえだ 発行 

発行日 １２月１５日号  発行部数 9,000 部 

（旧上田市内自治会回覧） 

 

加盟団体スポーツ教室の開催(市主催)  ４３３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１３日(日) ５１４名   

クローバーカップゴルフ大会 ７月３～５日 ３７３名 

学童野球大会  ７月２５日～８月２日 ６５０名  

日本一の夏まつり真田出陣ねぷた ８月８日 ３４９名 

野球の日野球大会  ８月７日 ７６０名 

信州爆水ラン  ８月８日 ９５０名 

市民水泳記録会  ８月２２日 ２２７名  

３ｏｎ３バスケットボール大会   １１月７日 １９１名 

第５回人権を考える市民の集い １０月７日 

第９回真田幸村ロマンウォーク １０月３０～３１日 

第１３回千曲川クリーンウォーク １０月３１日 

ともしびの里駅伝大会  １０月２４日 ８５１名 

小学生スキー教室  1 月４～５日 (菅平高原) ６０名 

学童サッカー大会  ３月２０～２１日  

 

体育協会事務局事務局移転 
  業務開始：９月２７日（月)  

移転先：上田市教育委員会やぐら下庁舎 
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事業内容 内  容 

  

東信４市体育協会ゴルフ交流大会 

期日：１０月２２日（金）   

場所：浅間高原カントリー倶楽部 

参加者：１０名  

 

上田市議会スポーツ振興議員連盟講演会（共催事業） 

日時：１１月１０日（水）  午前１０時 ５９名 

場所：上田市教育委員会やぐら下庁舎  

講師：長野県教育委員会スポーツ課 

体育スポーツ振興係長  北村 桂一氏 

演題：「スポーツ振興の現状と今後の方策について」 

 

ＡＥＤ寄贈式 

日時：１２月１６日(木) 午後６時 

場所：国際２１クリスタルホール 

寄贈者：長野県縦断チャリティフィットネス実行委員会 

代表：小林美穂氏ほか２名 

寄贈品：ＡＥＤ１台（１８万相当） 

ＡＥＤ感謝状贈呈式  

   日時：１月２７日（木）午前１０時 

   場所：城跡公園第二体育館 

市民健康体力つくりの日事業に併せ実施 

東信地区代表：山﨑千枝さん 

 
  
上田市内３体育協会との懇談会 
  期日 丸子体協 １月２０日（木） 
     真田体協 １月３１日（月） 
  会場：上田温泉ホテル祥園 
  内容：体育協会の統合について 
 
上田市議会スポーツ振興議員連盟懇談会 
  期日：２月１６日(水)午後３時 ３６名 
  会場：上田商工会議所５階 
  内容：市内３体育協会、武石ＳＣの概要説明及び 
     情報交換会  
 
体育協会統合事務担当者会議 
  １回：２月 ４日（金）上田市教育委員会 
  ２回：２月１５日（火）真田中央公民館 
  ３回：３月 １日（火）丸子総合体育館 
  ４回：３月１１日（金）上田市教育委員会 
  ５回：３月２５日（金）真田中央公民館 
  内容：統合に向けての調整 
 

 


