平成 28 年度事業報告
定款第 3 条で本会の目的を「この法人は、札幌市におけるスポーツ団体を総括し、スポ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ポ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 57 回札幌市民体育大会の開催
広く市民の間にスポーツの普及・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 57 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 53 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 28 年 5 月 26 日（木）
＊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 33 名 競技団体関係者 155 名
参加総数 188 名
(2)第 57 回札幌市民体育大会開催経費補助事業（4,995,000 円）
各競技団体が実施する第 57 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：29,405 名(選手・役員含む)
２ 競技力向上普及促進事業
(1)競技団体への補助金助成事業
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。(10,723,000 円)
①選手強化育成事業＝33 競技団体 59 事業(7,190,000 円)
②指導者育成事業＝11 競技団体 16 事業(1,131,000 円)
③普及促進講習会及び研修会開催事業＝14 競技団体 29 事業(1,528,000 円)
④スポーツ教室等開催事業＝11 競技団体 15 事業(874,000 円)
(2)スポーツ先進地視察研修事業ならびにスポーツ関連講座開催事業
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して実施した。
①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：A 日程 平成 28 年 17 月 25 日(月) 18:00～20:00
＊日
： B 日程 平成 28 年 10 月 16 日(木) 18:00～20:00
＊会
場：札幌市中島体育センター１Ｆ会議室Ｂ
＊参加者数：A 日程 4 名 Ｂ日程 3 名
②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：A 日程 平成 28 年 18 月 21 日(月) 18:00～20:00
＊日
B 日程 平成 28 年 10 月 13 日(木) 18:00～20:00
＊会
場：札幌市中島体育センター１Ｆ会議室Ｂ
＊参加者数：A 日程 4 名 Ｂ日程 3 名

③スポーツ先進地視察研修事業
＊日
時：A 日程 平成 28 年 11 月 13 日(日) 10:00～14:30
＊日
：B 日程 平成 28 年 11 月 10 日(木) 10:00～14:30
＊会
場：「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：A 日程 3 名 Ｂ日程 3 名
(3)さっぽろアスリートサポート事業
若手スポーツ選手に対し、競技力向上を図るための支援を行い、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として実施した。(6,044,504 円：振込手数料 42,552 円含)
【派遣サポート】
＊派遣サポートＢ＝9 競技団体 2 スポーツ少年団 22 事業 153 名(5,863,462 円)
【育成サポート】
＊強化合宿＝1 競技団体 2 事業 5 名(107,190 円)
【測定サポート】
＊3 競技団体 3 事業(31,300 円)
３ 平成 28 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 28 年 11 月 28 日(月)
＊会
場：ホテルライフォート札幌 「ライフォートホール」
＊講習内容：講義テーマ『世界に通じる選手を育てる』
講師 とわの森三愛高等学校 ソフトボール部監督 矢端信介氏
講師 札幌山の手高等学校 ラグビー部監督
佐藤幹夫氏
＊参加者数：100 名
４ 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＝284 団(前年度比:-9) 団員＝5,155 名(前年度比:-142) 指導者＝1,062 名(前年度比:0)
※北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団全体：173 市町村(前年度比:+1) 単位団＝1,997 団(前年度比:-45)
団員＝39,637 名(前年度比:-1,091) 指導者＝10,027 名(前年度比:-69）

(2)派遣事業
◇第 43 回日独スポーツ少年団同時交流への派遣(H28.7.31-8.17/ヘッセン･ベルリン･ブランデンブルグ)
団員 1 名(武川祐也/松裕舘札苗空手道) 、指導者 1 名(藤 睦/希望空手道)
◇第 46 回北海道スポーツ少年大会への派遣(H28.8.9-11/茅部郡森町 ネイパル森)
団員 3 名(篠路ｷﾝｸﾞｽﾈｰｸｽ 3 名)、指導者 1 名(札幌市ｽﾎﾟｰﾂ少年団本部)
◇平成 28 年度北海道スポーツ少年団リーダー研修会への派遣(H28.12.27-28/札幌市 きたえーる)
団員 2 名(篠路ｷﾝｸﾞｽﾈｰｸｽ)
◇全道交流大会への派遣
①軟式野球：第 31 回北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会(H28.7.25-28/旭川市 スタルヒン球場)
手稲ﾔﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ＜優勝＞
②バレーボール：第 14 回北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会(H28.11.19-20/深川市 深川市総合体育館他)
男子＝Safilva 北海道ｼﾞｭﾆｱ男子、厚別北ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ※北海道推薦枠＜共に決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1 回戦敗退＞

女子＝札幌北野台ﾀｲﾌｰﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ＜決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1 回戦敗退＞
③剣道：第 31 回北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会(H28.11.26-27/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＜3 位＞
個人戦男子＝青木 尊(栄南少年剣道)＜決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1 回戦敗退＞
小山内一希(錬心会剣道ｸﾗﾌﾞ)＜予選ﾘｰｸﾞ敗退＞
個人戦女子＝川村結理(札幌龍心剣道)＜3 位＞
福島瑞貴(若草ｽﾎﾟｰﾂ少年剣道部)＜予選ﾘｰｸﾞ敗退＞
◇全国大会への派遣
①軟式野球：第 38 回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会(H28.8.5-8/滋賀県 県立彦根総合運動場野球場他)
手稲ﾔﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ＜1 回戦敗退＞
②剣道：第 39 回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会(H29.3.25-27/愛知県 愛知県武道館)
団体戦＝札幌選抜Ａ＜3 位＞
(3)リーダー育成
「平成 28 年度札幌市スポーツ少年団リーダー講習会・運動適性テスト」
＊期
日：平成 28 年 12 月 3 日（土）
＊会
場：中島体育センター
＊講習内容：小学校 4 年生以上の団員を対象に、リーダーとしての資質向上を目的とした講習を行った。
＊参加者数：13 名(うち 1 名早退)
(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 4,100 名)、②ｻｯｶｰ(U-12・U-11・U-10 計 1,909 名)、
③剣道(交流戦・新人戦 計 1,529 名)、④ｿﾌﾄﾃﾆｽ(44 名)、⑤空手道(138 名)、
⑥ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ(春季・秋季 計 3,781 名)、⑦ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(交流戦・新人戦 計 358 名)、
⑧少林寺拳法(113 名)、⑨冬季ｽﾎﾟｰﾂ：ｱﾙﾍﾟﾝ(34 名) ｼﾞｬﾝﾌﾟ(50 名)、⑩綱引(92 名)、
⑪ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(大会・教室 計 209 名)、⑫友遊ｷｯｽﾞ(協力事業 約 2,115 名※保護者含む)
(5)指導者育成事業
①「平成 28 年度スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会」
＊期
日：平成 28 年 11 月 12 日（土）～13 日（日）
＊会
場：中島体育センター
＊講習内容：日本体育協会公認スポーツ指導者制度に基づき、「スポーツリーダー」並びに日本スポーツ
少年団指導者制度に基づき、「スポーツ少年団認定員」の養成を行った。
＊参加者数：44 名(他 2 科目受講 2 名)
②「平成 28 年度札幌市スポーツ少年団母集団研修会」
＊期
日：平成 29 年 2 月 4 日（土）
＊会
場：中島体育センター
＊研修内容：講義Ⅰ 「実践スポーツ栄養学～身体づくりの食事から栄養コンディショニングまで～」
講師
小松信隆氏(㈱ウェルネスプランニング札幌代表取締役)
情報提供「スポーツ安全保険について」
発表者 北村絵美氏(スポーツ安全協会北海道支部)
情報提供「熱中症予防について」
講師
田野 史氏(大塚製薬㈱札幌支店販売促進担当)
＊参加者数：61 名

(6)その他
①表彰
＊「平成 28 年度北海道スポーツ少年団表彰」
指導者 3 名、団体 2 単位団
＊「平成 28 年度札幌市優良青少年及び青少年育成者表彰」
青少年の部 武川祐也(松裕舘札苗空手道)
団体の部
手稲ヤングスターズスポーツ少年団(野球/手稲区)
育成者の部 佐藤秀雄(二条ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾆｭｰｽﾀｰｽﾞ)
②2017 冬季アジア札幌大会聖火リレーにアルペン、ジャンプ、野球、サッカーの各少年団から 9 名の団員が
聖火ランナーとして参加。
③各区本部との連絡調整
５ 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 130 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。
６ 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 24 団体の要請により役職就任並びに大会やスポーツイベント等における役員就任等)
・2017 冬季アジア札幌大会に、当協会関係者が大会運営サポートボランティアとして参加、また、大会組織委員会に
事務局職員を支援職員として派遣した。
７ 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ページを活用し、札幌市体育協会や加盟競技団体の情報又は、スポーツに関
する幅広い情報を収集・提供した。
８ 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。
評議員会=6/16
理事会=第 1 回 6/1、第 2 回 8/24※書面開催・決議がみなされた日、第 3 回 1/10、第 4 回 3/16)
９ 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 29 年 3 月 7 日 (火) 午後 6 時
＊会
場：ホテルライフォート札幌
＊参加者数：79 名
10 「日本スポーツマスターズ２０１８札幌大会」開催に関する諸準備
「日本スポーツマスターズ２０１８札幌大会」開催に向け主催 4 者による担当者会議を開催し諸準備を進めた。ま
た、実施競技団体へは文書を発送し、近況報告等を行った。
＊主催 4 者担当者会議
1 回開催（5/6）
＊日本スポーツマスターズ委員会 2 回開催（6/1・2/24）
＊日韓交流事業事務担当者会議
12/14

