平成 26 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 札幌市民体育大会事業
第 55 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 55 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、関係者により第 1 部として総合開会
式を開催し、第 2 部として北翔大学：吉田 真准教授によるスポーツ講演会を実施した。
＊期
日：平成 26 年 5 月 21 日（水）
＊会
場：札幌市教育文化会館 小ホール（中央区北 1 条西 13 丁目）
＊参 加 者：役員・来賓 34 名 競技団体関係者 142 名 一般市民等 6 名
参加総数 182 名
(2)第 55 回札幌市民体育大会開催経費補助事業（5,329,000 円）
各競技団体が実施する第 55 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：53 競技実施。
＊参加者数：32,161 名(選手・役員含む)
２ 競技力向上・普及促進事業
(1)平成 26 年度競技力向上指導者講習会の開催
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 11 月 22 日(土)
＊会
場：札幌市中島体育センター 講堂
＊講
師：コンディショニング・ラボ代表 吉田 聡美氏
＊内
容：テーマⅠ 『スポーツ現場での暴力・パワーハラスメント根絶にむけて』
：テーマⅡ 『競技力アップのためのメンタルトレーニング』
＊参加者数：51 名
(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。(11,172,000 円)
①選手強化育成事業＝7,614,000 円（31 競技団体 59 事業）
指導者育成事業＝1,222,000 円（11 競技団体 15 事業）
②普及促進講習会及び研修会開催事業＝1,522,000 円（13 競技団体 23 事業）
ｽﾎﾟｰﾂ教室等開催事業＝852,000 円（10 競技団体 15 事業）
(3)スポーツ関連講座事業・スポーツ先進地視察事業
各加盟競技団体等において、競技力向上普及促進事業に携わる関係者が、スポーツ講座を通じ専門的な知
識を学ぶとともに、スポーツ先進地の視察と研修を通して資質の向上を図り、所属団体会員への知識の享
受及び育成に寄与し、且つ関係者相互の理解と連携を深めることを目的とする。

①スポーツ関連講座開催事業
指導者講座Ⅰ「スポーツ心理学－メンタルトレーニング講座」
＊講
師：吉田聡美氏（コンディショニング・ラボ 代表）
＊日
時：平成 26 年 10 月 31 日(金) 18:00～20:00
＊会
場：札幌市中島体育センター１Ｆ会議室Ｂ
指導者講座Ⅱ「スポーツ栄養学－食育に関する講座」
＊講
師：小松信隆氏（ウェルネスプランニング札幌 代表）
＊日
時：平成 26 年 11 月 28 日(金) 18:00～20:00
＊会
場：札幌市中島体育センター１Ｆ会議室Ｂ
②スポーツ先進地視察研修事業
＊日
時：平成 27 年 3 月 26 日(木) 10:00～14:30
＊視察場所：国立スポーツ科学センター、味の素ナショナルトレーニングセンター
＊参加者数：5 名
(4)さっぽろアスリートサポート事業
若手スポーツ選手の育成により、スポーツのさまざまな分野で札幌から世界に羽ばたく選手の育成を図
ることを目的に事業を実施した。
①測定サポート
＊期
日：平成 27 年 3 月 8 日(日)札幌レスリング協会 3 名
平成 27 年 3 月 15 日(日)札幌フェンシング協会 8 名
平成 27 年 3 月 22 日(日)札幌ウェイトリフティング協会 10 名
＊会
場：北海道立総合体育センター 測定室
②指導者育成サポート
＊資
格：日本体育協会公認コーチ養成講習会
＊種
目：馬術
＊受講者数：1 名
３ スポーツ少年団の育成
スポ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、スポ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＝304 団 団員＝5,305 名
指導者＝1,025 名
（北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団全体：172 市町村

単位団＝2,104 団

団員＝41,526 名

指導者＝8,984 名）

(2)派遣事業
①2014 日独スポーツ少年団同時交流への派遣(H26.8.1-18/ヘッセン･ベルリン･ブランデンブルグ)
団員 1 名(木村良太/松裕舘札苗空手道)
②シニア・リーダースクールへの派遣(H26.8.7-11/静岡県 国立中央青少年交流の家)
団員４名(ニュー蝦夷キッズ 2 名、松裕舘札苗空手道 2 名)
③第 44 回北海道スポーツ少年大会への派遣(H26.11.1-3/深川市 北海道立青年の家)
団員 3 名(篠路キングスネークス)、指導者 2 名(札幌市スポーツ少年団本部)
④ジュニア・リーダースクールへの派遣(H27.1.10-12/札幌市 札幌市中島体育センター他)

団員 19 名(松裕舘札苗空手道 他 6 団体)
(3)全道交流大会への派遣
①サッカー：第 38 回全日本ｻｯｶｰ大会北海道予選会(H26.6.28-29/滝川市 空知川河川敷ｻｯｶｰ場)
篠路ＦＣ＜2 回戦敗退＞
②軟式野球：第 29 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(H26.7.26-30/旭川市 ｽﾀﾙﾋﾝ球場)
東１６丁目フリッパーズ＜2 回戦敗退＞
③バレーボール：第 12 回北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会(H26.11.22-23/深川市 深川総合体育館)
オールパワーズ(男子)＜準優勝＞、厚別北ｼﾞｭﾆｱ(男子)＜3 位＞
札幌 JVC(女子)＜準々決勝敗退＞
④剣道：第 29 回北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会(H26.11.29-30/札幌市 北海道科学大学体育館)
団体戦＝札幌選抜Ａ＜優勝＞、札幌選抜Ｂ＜予選リーグ敗退＞
個人戦男子＝及川達貴(栄南少年剣道クラブ)＜優勝＞、辻 侑将(西岡南剣道部会)＜予選リーグ敗退＞
個人戦女子＝佐藤愛天那(北区体育館剣道会)＜決勝トーナメント 1 回戦敗退＞
鈴木美有(東区体育館剣道クラブ)<予選リーグ敗退＞
(4)全国大会への派遣
剣道：第 37 回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会(H27.3.27-29/埼玉県 上尾市埼玉県立武道館)
団体戦＝札幌選抜Ａ<予選敗退＞
個人戦男子＝及川達貴＜予選敗退＞
(5)リーダー育成
◇派遣事業「ジュニア・リーダースクール」に兼ねて実施
(6)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 5,504 名)、
③剣道(交流戦・新人戦 計 1,429 名)、④ｿﾌﾄﾃﾆｽ(56 名)、⑤空手道(234 名)、
⑥ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ(春季・秋季 計 4,689 名)、⑦ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(交流戦・新人戦 計 306 名)、
⑧少林寺拳法(80 名)、⑨冬季ｽﾎﾟｰﾂ：ｱﾙﾍﾟﾝ(35 名) ｼﾞｬﾝﾌﾟ(50 名)、⑩綱引(118 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 1,393 名)
(7)指導者育成事業
①「平成 26 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」(H26.11.15-16/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：63 名
②「平成 26 年度札幌市ｽﾎﾟｰﾂ少年団指導者研修会」(H26.7.31/札幌市教育文化会館)
＊研修内容：講義Ⅰ 「スポーツ現場における暴力行為根絶について」
講師 小川和茂氏(公益財団法人日本ｽﾎﾟｰﾂ仲裁機構理解増進事業専門員)
講義Ⅱ 「コーチングの心理〈暴力に頼らない指導を目指して〉」
講師 吉田聡美氏(コンディショニング・ラボ代表)
＊参加者数：305 名
③「平成 26 年度札幌市ｽﾎﾟｰﾂ少年団母集団研修会」(H27.2.14/中島体育ｾﾝﾀｰ)

＊研修内容：講義Ⅰ 「パフォーマンス発揮のための水分補給」＜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 「スポーツ安全保険について」＜情報提供＞
講師 相馬一恵氏(スポーツ安全協会北海道支部)
講義Ⅲ 「ジュニアアスリートのための実践スポーツ栄養学」
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：64 名
(8)その他
①表彰
＊「平成 26 年度北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団表彰」
指導者 12 名、団体 7 単位団
※表彰伝達式(H26.10.29/中島体育ｾﾝﾀｰ)
＊「平成 26 年度札幌市優良青少年及び青少年育成者表彰」
青少年育成者表彰 今井隆志氏(西園サッカー)、橋本勝治(平岸ファイターズ)
優良青少年団体
北光ジュニアファイターズ(野球/東区)
②各区本部との連絡調整 (各区事務担当者会議開催)
４ スポーツ団体への指導・支援
(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)加盟競技団体の要請に応じて、各種大会運営及び組織体制強化充実等について指導・助言を行った。
５ 各種スポーツイベント等への協力・支援
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。
(H26 評議員会=6/19 理事会=第 1 回 6/3、第 2 回 6/19、第 3 回 9/10、第 4 回 1/8、第 5 回 3/23)
８ 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 27 年 3 月 26 日 (木) 午後 6 時
＊会
場：ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ札幌
＊参加者数：89 名

