平成 25 年度事業報告
定款第 3 条で本会の目的を「この法人は、札幌市におけるｽﾎﾟｰﾂ団体を総括し、ｽﾎﾟｰﾂの普及振興を図るために必
要な事業を行い、もって市民の心身の健全な発達と本道におけるｽﾎﾟｰﾂの振興に寄与すること」とし、この目的を達
成するため、定款第 4 条に定めた諸事業を実施した。
１ 第 54 回札幌市民体育大会の開催
広く市民の間にｽﾎﾟｰﾂの普及・振興・発展を促進し、健康の維持増進と文化生活の向上に寄与すると共に各競
技団体における競技力向上を図ることを目的に開催した。
(1)第 54 回札幌市民体育大会総合開会式
札幌市、札幌市議会、北海道体育協会、実施 52 競技団体代表者他、関係者により総合開会式を開催
した。
＊期
日：平成 25 年 5 月 28 日（火）
＊会
場：ﾘﾌﾚ ｻｯﾎﾟﾛ（白石区本通 16 丁目南 4-26）
＊参 加 者：役員・来賓 44 名
競技団体関係者 133 名
参加総数 177 名
(2)第 54 回札幌市民体育大会開催経費補助事業（5,564,000 円）
各競技団体が実施する第 54 回札幌市民体育大会開催経費の一部補助を行った。
＊実 施 数：52 競技実施。
＊参加者数：34,439 名(選手・役員含む)
２ 競技力向上普及促進事業
各競技団体が選手強化・育成や指導者の資質向上並びに各競技の普及促進を図ることを目的に実施した事業等
の経費一部補助を行った。(11,208,000 円)
(1)選手強化育成事業＝7,417,000 円（34 競技団体 60 事業）
(2)指導者育成事業＝1,361,000 円（13 競技団体 19 事業）
(3)普及促進講習会及び研修会開催事業＝1,538,000 円（14 競技団体 25 事業）
(4)ｽﾎﾟｰﾂ教室等開催事業＝892,000 円（競技団体 13 事業）
３ 平成 25 年度競技力向上指導者講習会の開催（札幌市体育協会創立 80 周年記念事業）
加盟競技団体等において、競技力向上普及促進に携わる関係者が一堂に会し、指導者育成及び指導者層の資質
向上を図り、相互の理解と連携を深めることを目的として講習会を開催した。
＊期
日：平成 26 年 1 月 28 日(火)
＊会
場：ﾎﾃﾙ ﾗｲﾌｫｰﾄ札幌
＊内
容：講演Ⅰ 『ｽﾎﾟｰﾂと食事』 講師 小松 信隆氏（ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ札幌代表取締役）
：講演Ⅱ 『ｽﾎﾟｰﾂとﾒﾃﾞｨｱ』 講師 渡辺 徹也氏（北海道新聞運動部記者）
＊参加者数：81 名
４ 加盟団体理事長・事務担当者会議の開催
札幌市体育協会へ提出する関係書類の事務処理要領や手続きの説明を中心に、加盟団体相互の連絡融和と強化
発展を図ることを目的に開催した。
＊日
時：平成 26 年 3 月 27 日 (火) 午後 6 時
＊会
場：ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ札幌
＊参加者数：73 名

５ 加盟団体・関係団体並びに各種スポーツイベント等への支援・協力等
(1)各団体が行う事業に対し、要請に応じて、後援・協力を行った。
（※名義後援 147 件）
(2)加盟団体・関係団体等の要請に応じて、国際的・全国的・全道的・全市的な規模で行われる各種大会運営
並びに組織体制充実等について支援・協力を行った。
(※関係 22 団体の要請により役職就任並びに大会やｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ等における役員就任等)
６ スポーツに関する情報提供、広報活動
広く市民をはじめ多くの方々にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを活用し、札幌市体育協会や加盟競技団体の情報又は、ｽﾎﾟｰﾂに関す
る幅広い情報を収集・提供した。
７ 公益財団法人北海道体育協会との連絡協調
北海道体育協会評議員・理事等の就任。
(※H25 評議員会=6/2 理事会=第 1 回 6/6、第 2 回 6/20、第 3 回 9/5、第 4 回 1/8、第 5 回 3/19)
８ スポーツ少年団の育成
ｽﾎﾟｰﾂ少年団活動を通じて、子どもたちの健全な心身の発育発達に資するために、ｽﾎﾟｰﾂ少年団組織育成
及び各種事業を実施した。
(1)登録事務
単位団＝360 団 団員＝7,531 名
指導者＝1,174 名
（北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団全体：172 市町村

単位団＝2,170 団

団員＝45,101 名

指導者＝9,052 名）

(2)派遣事業
◇第 43 回北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年大会への派遣(H25.9.21-23/洞爺湖町洞爺少年自然の家)
団員 1 名(藪内冬馬君/松裕舘札苗空手道)、指導者 1 名(松尾吉浩氏/札幌市ｽﾎﾟｰﾂ少年団本部)
◇2013 日独ｽﾎﾟｰﾂ少年団指導者交流への派遣(H25.10.6-19/ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ･ﾃﾞｭｾﾙﾄﾞﾙﾌ･ﾊｲﾙﾌﾞﾛﾝ)
指導者 1 名(白井 修/Vortex)
◇全道交流大会への派遣
①サッカー：第 37 回全日本ｻｯｶｰ大会北海道予選会(H25.6.29-30/室蘭市 入江運動公園 G)
ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-12A＜優勝＞、ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-12B＜努力賞＞、開成ｻｯｶｰ＜準々決勝敗退＞
NORTE 札幌 FCU-12＜1 回戦敗退＞
②軟式野球：第 35 回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会北海道予選会(H25.7.27-30/旭川市 ｽﾀﾙﾋﾝ球場)
手稲ﾔﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ＜1 回戦敗退＞
③バレーボール：第 11 回北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会(H25.11.23-24/芦別市 芦別総合体育館)
北野台ﾀｲﾌｰﾝ(男子)＜準優勝＞
札幌 JVC(女子)＜準決勝敗退＞、厚別北ｼﾞｭﾆｱ(男子)＜準決勝敗退＞、
④剣道：第 28 回北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会(H25.11.30-12.1/札幌市 北海道工業大学体育館)
団体戦＝札幌選抜Ａ＜優勝＞、札幌選抜Ｂ＜決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1 回戦敗退＞
個人戦男子＝奥村優太(茨戸剣道会)＜優勝＞、梶 光汰(太平南剣友会)＜予選リーグ敗退＞
個人戦女子＝牛木麻理奈(札幌若草剣道)＜優勝＞、福田安優子(札幌若草剣道)<3 位＞

◇全国大会への派遣
①サッカー：第 37 回全日本少年ｻｯｶｰ大会(H25.7.28-8.3/静岡県 御殿場高原時之栖裾野)
ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-12A＜2 次ﾗｳﾝﾄﾞ敗退＞
②軟式野球：第 35 回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会(H25.8.3-5/札幌市 つどーむ他)
北光ｼﾞｭﾆｱﾌｧｲﾀｰｽﾞ＜開催地枠出場 準々決勝敗退＞
③剣道：第 36 回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会(H26.3.26-30/石川県 いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)
団体戦＝札幌選抜Ａ<決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1 回戦敗退＞
個人戦男子＝奥村優太＜準々決勝敗退＞
個人戦女子＝牛木麻理奈＜優勝＞
(3)リーダー育成
◇「札幌市ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾘｰﾀﾞｰ養成講習会」(H25.12.7/中島体育ｾﾝﾀｰ)
＊講習内容：単位団で模範となって活動する団員の育成並びに将来ﾘｰﾀﾞｰとしての資質向上を図った。
＊参加者数：31 名
(4)各種交流大会
◇軟式野球他 11 種目の交流大会・1 教室・1 協力事業を実施した。
①軟式野球(春季・秋季 計 4,200 名)、②ｻｯｶｰ(U-12・U-11・U-10 計 5,648 名)、
③剣道(交流戦・新人戦 計 1,427 名)、④ｿﾌﾄﾃﾆｽ(56 名)、⑤空手道(263 名)、
⑥ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ(春季・秋季 計 4,861 名)、⑦ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(交流戦・新人戦 計 235 名)、
⑧少林寺拳法(70 名)、⑨冬季ｽﾎﾟｰﾂ：ｱﾙﾍﾟﾝ(27 名) ｼﾞｬﾝﾌﾟ(50 名)、⑩綱引(106 名)、
⑪ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(大会・教室 計 200 名)、⑫友遊ｷｯｽﾞ(協力事業 約 3,000 名)
(5)指導者育成事業
①「平成 25 年度ｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ養成講習会兼ｽﾎﾟｰﾂ少年団認定員養成講習会」(H25.11.2-3/中島体育ｾﾝﾀｰ)
＊講習内容：日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者制度に基づき、「ｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ」並びに日本ｽﾎﾟｰﾂ少年団指
導者制度に基づき、「ｽﾎﾟｰﾂ少年団認定員」の養成を行った。
＊参加者数：49 名
②「平成 25 年度札幌市ｽﾎﾟｰﾂ少年団指導者研修会」(H25.4.13/中島体育ｾﾝﾀｰ)
＊研修内容：講義Ⅰ 「教え、育てるｽﾎﾟｰﾂ少年団活動を願って」
講師
宮崎岩次氏(元札幌市小学校校長会会長)
講義Ⅱ 「実践ｽﾎﾟｰﾂ栄養学～日常の食事から試合前後の栄養ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ」
講師
小松信隆氏(ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ札幌代表取締役)
＊参加者数：27 名
③「平成 25 年度札幌市ｽﾎﾟｰﾂ少年団母集団研修会」(H26.2.15/中島体育ｾﾝﾀｰ)
＊研修内容：講義Ⅰ 「熱中症予防について」＜情報提供＞
講師
坂井 昭氏(大塚製薬札幌支店販売促進係長)
講義Ⅱ 「実践ｽﾎﾟｰﾂ栄養学～普段の食事から試合前後のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ」
講師
小松信隆氏(ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ札幌代表取締役)
＊参加者数：60 名
(6)その他
①表彰
＊「平成 25 年度北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団表彰」

指導者 25 名、団体 9 単位団
※表彰伝達式(H26.11.1/中島体育ｾﾝﾀｰ)
＊「平成 25 年度札幌市優良青少年及び青少年育成者表彰」
優良青少年表彰
木村良太君(松裕舘札苗空手道)
青少年育成者表彰 伊藤幸男氏(白楊ｻｯｶｰ)、林眞樹子(ほくせい乗馬)
優良青少年団体
緑丘ﾎｰﾏｰｽﾞ(野球/中央区)
②各区本部との連絡調整 (各区事務担当者会議開催)
９ 札幌市体育協会創立８０周年記念行事
(1)記念講演会
＊平成 25 年度競技力向上指導者講習会参照
(2)記念誌発行
＊70 周年記念誌発刊後から 80 周年までの札幌市体育協会の歴年経過等
(3)記念表彰
＊賛助会員特別表彰＝30 団体に感謝状贈呈
＊札幌市民体育大会協賛団体特別表彰＝31 団体に感謝状贈呈
(※通算 10 年以上「賛助会員」「協賛団体」として現在もご支援をいただいている会員・団体対象)
(4)札幌市体育協会徽章の作成
＊創立 80 周年を契機に札幌市体育協会徽章を再作成し、加盟団体代表者、評議員、理事、監事に配布

