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県・市町村　生涯スポーツ主管課　一覧

[令和３年４月現在]

番号 市町村名 主管課 主管係 郵便番号 所在地 主管課電話番号 Ｅ－ｍａｉｌ

新 潟 県 スポーツ課 企画係 950-8570 新潟市中央区新光町4-1 025-280-5091 030190@pref.niigata.lg.jp

1 新 潟 市 スポーツ振興課 管理グループ 951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル5階

025-226-2591 sports@city.niigata.lg.jp

2 長 岡 市 スポーツ振興課 スポーツ振興係 940-0084 長岡市幸町2丁目1番1号さいわいプラザ2階 0258-32-6117 sports@city.nagaoka.lg.jp

3 上 越 市 スポーツ推進課 企画推進係 942-8563
上越市下門前1770
上越市教育プラザ内

025-545-9246 sports@city.joetsu.lg.jp

4 三 条 市 健康づくり課 スポーツ振興室 955-8686 三条市旭町二丁目3番1号 0256-34-5447 kenko@city.sanjo.niigata.jp

5 柏 崎 市 スポーツ振興課 945-8511 柏崎市日石町2-1 0257-20-7010 sports@city.kashiwazaki.lg.jp

6 新 発 田 市 スポーツ推進課 スポーツ推進係 957-8686
新発田市中央町3-3-3
ヨリネスしばた6階

0254-28-9660 sports@city.shibata.lg.jp

7 小 千 谷 市
生涯学習課
スポーツ振興室

スポーツ振興係 947-0035
小千谷市大字桜町4915番地
小千谷市総合体育館内

0258-83-0077 syougai-sp@city.ojiya.lg.jp

8 加 茂 市 スポーツ振興課 スポーツ振興係 959-1334
加茂市大字狭口甲1082-4
加茂勤労者体育センター

0256-53-2206 kintai@city.kamo.niigata.jp

9 十 日 町 市 スポーツ振興課 スポーツ振興係 948-0192
十日町市水口沢12番地
（十日町市川西庁舎内）

025-756-5013 t-edu-sports@city.tokamachi.lg.jp

10 見 附 市 まちづくり課 スポーツ振興係 954-0052
見附市学校町1丁目16番15号
ネーブルみつけ内

0258-62-7801 machi@city.mitsuke.niigata.jp

11 村 上 市 生涯学習課 スポーツ推進室 958-0037
村上市瀬波温泉３丁目２番２２号
（村上市スケートパーク内）

0254-53-8802 sports@city.murakami.lg.jp

12 燕 市 社会教育課
スポーツ推進室
スポーツ推進係

959-0295 燕市吉田西太田1934番地 0256-77-8368 edu_sports@city.tsubame.lg.jp

13 糸 魚 川 市 生涯学習課 スポーツ振興係 941-8501 糸魚川市一の宮1-2-5 025-552-1511 gaku@city.itoigawa.lg.jp

14 妙 高 市 生涯学習課 スポーツ振興係 944-8686 妙高市栄町5番1号 0255-74-0036 syogaigakushu@city.myoko.niigata.jp

15 五 泉 市 スポーツ推進課 生涯スポーツ振興係 959-1862
五泉市旭町7-11
（五泉市総合会館内）

0250-42-5194 sports@city.gosen.lg.jp

16 佐 渡 市 社会教育課 社会体育係 952-8501
佐渡市両津湊198番地
佐渡島開発総合センター2階

0259-58-7356 shakyo@city.sado.niigata.jp

17 阿 賀 野 市 生涯学習課 市民スポーツ係 959-1919 阿賀野市山崎77番地 0250-62-5322 syogaigakusyu@city.agano.niigata.jp

18 魚 沼 市 生涯学習課 社会体育係 946-8601 魚沼市小出島910番地 025-793-7480 syogaigakusyu@city.uonuma.niigata.jp

19 南 魚 沼 市 生涯スポーツ課 生涯スポーツ係 949-6680
南魚沼市六日町865番地
南魚沼市民会館内

025-773-6630 sports@city.minamiuonuma.lg.jp

20 胎 内 市 生涯学習課 スポーツ振興係 959-2807 胎内市黒川1410 0254-47-3408 sports@city.tainai.lg.jp

21 聖 籠 町 社会教育課 スポーツ振興係 957-0117
北蒲原郡聖籠町大字諏訪山
1280番地

0254-27-2121 e-syakai@town.seiro.niigata.jp

22 弥 彦 村 教育課 社会教育係 959-0323 西蒲原郡弥彦村大字弥彦2487-1 0256-94-4311 bunka@vill.yahiko.niigata.jp

23 田 上 町 教育委員会 生涯学習係 959-1503 南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3072番地2 0256-47-1201 t1142@town.tagami.lg.jp

24 阿 賀 町 社会教育課 社会教育係 959-4392 東蒲原郡阿賀町鹿瀬8985-1 0254-92-3333 syakaikyo@town.aga.lg.jp

25 出 雲 崎 町 教育課 社会教育係 949-4342
三島郡出雲崎町大字米田
281番地1

0258-78-4700 syakyou-k@town.izumozaki.niigata.jp

26 湯 沢 町 教育課 教育係 949-6102 南魚沼郡湯沢町大字神立1580番地 025-784-2211 kouminkan@town.yuzawa.lg.jp

27 津 南 町 教育委員会 生涯学習班 949-8201 中魚沼郡津南町大字下船渡丁2806-3 025-765-3134 sogocenter@town.tsunan.niigata.jp

28 刈 羽 村 教育課 945-0397
刈羽郡刈羽村大字割町新田
215番地1

0257-45-3933 kyouiku@vill.kariwa.lg.jp

29 関 川 村 教育課 生涯学習班 959-3292 岩船郡関川村大字下関912 0254-64-1491 syogai-gakusyu@vill.sekikawa.lg.jp

30 粟 島 浦 村 教育委員会 958-0061 岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513-11 0254-55-2111 kyoiku@vill.awashimaura.lg.jp
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開催日 場所 主な内容と講師　　※敬称略 対象者

- - - -

※令和３年度は未開催。

   ラジオ体操事業一覧（令和３年度）　　        

事業名

夏期巡回ラジオ体
操・みんなの体操
会
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№ 設置年月日 市町村名 クラブ名 対象範囲 住　　所 電話番号

1 H10.4.1 妙高市 NPO法人スポーツクラブあらい 市全域
〒944-0047
妙高市白山町4-1-31 （妙高市総合体育館内）

0255-72-3665

2 H13.9.22 新潟市
NPO法人総合型地域スポーツクラブ
ハピスカとよさか

市全域
〒950-3322
新潟市北区嘉山488-3 （豊栄総合体育館内）

025-386-7522

3 H15.3.28 南魚沼市 南魚スポーツパラダイス 市全域
〒949-6611
南魚沼市坂戸372 （ディスポート南魚沼内）

025-773-3210

4 H15.4.11 三条市 学区総合型クラブますがたクラブ 小学校区
〒959-1108
三条市大字北潟１番地 (大面小学校内）

0256-45-5959

5 H15.5.18 村上市 NPO法人希楽々 神林地域
〒959-3423
村上市九日市501番地 （神林総合体育館内）

0254-66-8119

6 H15.7.6 魚沼市 NPO法人エンジョイスポーツクラブ魚沼 市全域
〒946-7413
魚沼市堀之内130番地（堀之内体育館内）

025-793-7166

7 H15.10.22 上越市 NPO法人ユートピアくびきスポーツクラブ 区全域
〒942-0127
上越市頸城区百間町691-5（頸城B&G海洋センター内）

025-530-2381

8 H17.3.24 新発田市
認定NPO法人
新発田市総合型地域スポーツクラブ

市全域
〒957-0054
新発田市本町4-16-83（新発田市カルチャーセンター内）

0254-28-7510

9 H17.5.28 上越市 NPO法人さんわスポーツクラブ 市全域
〒943-0311
上越市三和区島倉2382-3 （三和スポーツセンター内）

025-529-2711

10 H17.10.16 上越市 かきざきスポーツクラブ 中学校区
〒949-3211
上越市柿崎区法音寺730-1 （かきざきドーム内）

025-536-6636

11 H18.2.12 村上市
NPO法人総合型スポーツクラブ
ウェルネスむらかみ

市全域
〒958-0837
村上市三之町13-25 （村上体育館内）

0254-52-6311

12 H18.2.19 聖籠町 NPO法人スポネットせいろう 町全域
〒957-0117
北蒲原郡聖籠町諏訪山1288番地(聖籠町聖籠野球場内)

0254-27-1515

13 H20.2.24 上越市 NPO法人おおがたスポーツクラブ 区全域
〒949-3122
上越市大潟区岩野古新田657-1（上越市大潟体育センター内）

025-534-6270

14 H20.3.2 三条市
三条市総合型地域スポーツクラブ
りんぐる

市全域
〒959-1153
三条市新堀２１１３番地（三条市栄体育館）

0256-45-1150

15 H20.3.15 十日町市 NPO法人　ネージュスポーツクラブ 市全域
〒948-0072
十日町市西本町1丁目（十日町総合体育館内）

025-752-4377

16 H20.3.23 見附市 NPO法人見附市総合型地域スポーツクラブ 市全域
〒954-0034
見附市月見台1-9-1 (見附市総合体育館内）

0258-62-3661

17 H20.6.8 妙高市 妙高高原スポーツクラブ 妙高高原地域
〒949-2112
妙高市関川2428-2 (池の平スポーツ広場内）

0255-86-5500

18 H21.3.7 阿賀野市 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 市全域
〒959-1918
阿賀野市笹岡157-1(笹神体育館内）

0250-61-2111

19 H21.4.1 妙高市 NPO法人ふるさとづくり妙高 妙高地域
〒949-2231
妙高市大字米島新田61番地 (妙高ふれあいパーク内）

0255-82-4400

20 H22.2.14 村上市
NPO法人総合型地域スポーツクラブ
愛ランドあさひ

朝日地区
〒958-0251
村上市岩沢5681 (朝日総合体育館内）

0254-72-1445

21 H22.2.21 小千谷市 NPO法人こいこいスポーツクラブおぢや 市全域
〒947-0035
小千谷市大字桜町4915 (小千谷市総合体育館内）

0258-83-0085

22 H22.2.28 柏崎市 NPO法人　チャレンジ夢クラブ西山 西山地区
〒949-4205
柏崎市西山町浜忠 150-2(西山総合体育館内）

0257-47-2822

23 H23.2.19 胎内市 NPO法人　スポーツクラブたいない 市全域
〒959-22600
胎内市清水9-7（ふれすぽ胎内）

0254-43-0033

24 H23.2.27 長岡市 長岡蒼柴スポーツクラブ 栖吉地区
〒940-0084
長岡市幸町2丁目1番地1　さいわいプラザ2階（（公財）長岡市
スポーツ協会内）

0258-34-2130

25 H24.2.25 湯沢町 NPO法人ユースポ！ 町全域
〒949-6102
南魚沼郡湯沢町神立628-1（湯沢カルチャーセンター内）

025-785-2123

26 H24.2.26 長岡市 一般社団法人長岡かわぐちスポーツクラブ 川口地域
〒949-7504
長岡市東川口639

050-3536-2600

27 H25.2.24 長岡市 総合型クラブY-GETS 山古志地区
〒947-0204
長岡市山古志竹沢甲2837-1（山古志体育館内）

0258-59-3070

28 H25.3.26 津南町 NPO法人Tap 町全域
〒949-8201
中魚沼郡津南町大字下船渡丁1633-1（津南町総合センター内）

025-765-5776

29 H26.2.22 長岡市 寺泊総合型スポーツクラブ てらスポ！ 寺泊地区
〒940-2592
長岡市寺泊烏帽子平1977-8(長岡市寺泊支所地域振興課内）

0258-86-6719

30 H26.2.23 五泉市
一般社団法人五泉市スポーツ協会
総合型クラブ ヴィガ

市全域
〒959-1701
五泉市石曽根8074-1（村松体育館さくらアリーナ）

0250-58-6373

31 H26.3.1 村上市 NPO法人サンスマイルあらかわ 荒川地区
〒959-3132
村上市坂町2530(荒川総合体育館内）

0254-62-3248

32 H26.4.1 燕市 燕市総合型スポーツクラブ 市全域
〒959‐1263
燕市大曲3015（燕市体育センター内）

0256-64-3091

33 H27.2.21 長岡市 一般社団法人キラスポみしま 三島地区
〒940-2313
長岡市吉崎526（三島体育センター2階）

090-8081-8879

34 H29.4.3 村上市 ＮＰＯ法人さんぽくスポーツ協会 山北地区
〒959-3907
村上市府屋177-1（山北総合体育館内）

0254-77-2828

35 H12.4.1 長岡市
ＮＰＯ法人長岡ジュニアユースフットボールク
ラブ

長岡地区
〒940-0853
長岡市中沢4丁目412-3

0258-84-7704

※「新潟県総合型地域スポーツクラブの指針（平成27年４月16日・新潟県策定）」に基づき、広域スポーツセンターに申出をしたクラブ

       総合型地域スポーツクラブ の現状

新潟県総合型クラブ（※）数：35クラブ（20市町村）

＜クラブ一覧＞ 〔令和３年10月現在〕　
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資料４

年 回数 夏季・秋季 スキー スケート 年 回数 夏季・秋季 スキー スケート

昭和21 1 京都･大阪･
兵庫　他 青森 昭和31 11 兵庫 青森 青森

昭和22 2 石川 昭和32 12 静岡 兵庫 栃木

昭和23 3 福岡 長野 岩手 昭和33 13 富山 北海道 岩手

昭和24 4 東京 北海道 長野 昭和34 14 東京 山形 北海道

昭和25 5 愛知 山形 北海道 昭和35 15 熊本 長野 長野

昭和26 6 広島 新潟 青森  昭和36 16 秋田 新潟 長野

昭和27 7 宮城･福島･
山形 北海道 栃木 昭和37 17 岡山 北海道 青森

昭和28 8 愛媛･香川･
徳島･高知 秋田 岩手 昭和38 18 山口 宮城 北海道

昭和29 9 北海道 長野 北海道 昭和39 19 新潟 新潟 神奈川 　

昭和30 10 神奈川 北海道 長野 昭和40 20 岐阜 兵庫 長野

年 回数 夏季・秋季 スキー スケート
参加
人数

天皇杯
順位

皇后杯
順位

年 回数 本大会※ スキー スケート
参加
人数

天皇杯
順位

皇后杯
順位

昭和41 21 大分 北海道 岩手 586 9 6 平成11 54 熊本 北海道 長野 519 39 39

昭和42 22 埼玉 青森 栃木 543 13 14 平成12 55 富山 富山 青森 567 39 35

昭和43 23 福井 長野 北海道 547 19 13 平成13 56 宮城 長野 山梨 660 30 25

昭和44 24 長崎 岐阜 山梨 507 19 12 平成14 57 高知 新潟 北海道 728 34 27

昭和45 25 岩手 北海道 長野 518 25 6 平成15 58 静岡 北海道 群馬 719 32 27

昭和46 26 和歌山 秋田 青森 474 23 11 平成16 59 埼玉 山形 青森 717 35 40

昭和47 27 鹿児島 鳥取 栃木 486 35 27 平成17 60 岡山 岩手 山梨 755 31 35

昭和48 28 千葉
沖縄特別国体 新潟 岩手 509 28 20 平成18 61 兵庫 群馬 北海道 718 30 27

昭和49 29 茨城 福島 北海道 453 26 11 平成19 62 秋田 秋田 群馬 840 19 27

昭和50 30 三重 北海道 山梨 425 39 28 平成20 63 大分 長野 長野 755 18 15

昭和51 31 佐賀 富山 栃木 459 22 25 平成21 64 新潟 新潟 青森 1333 1 1

昭和52 32 青森 青森 青森 445 34 25 平成22 65 千葉 北海道 北海道 776 15 24

昭和53 33 長野 長野 長野 513 22 17 平成23 66 山口 秋田 青森 735 33 28

昭和54 34 宮崎 北海道 岩手 539 28 8 平成24 67 岐阜 岐阜 岐阜・愛知 714 22 21

昭和55 35 栃木 北海道 北海道 549 27 16 平成25 68 東京 秋田 東京・福島 646 25 18

昭和56 36 滋賀 新潟 山梨 493 32 23 平成26 69 長崎 山形 栃木 662 40 39

昭和57 37 島根 秋田 栃木 468 45 36 平成27 70 和歌山 群馬 群馬 677 39 40

昭和58 38 群馬 群馬 群馬 488 36 19 平成28 71 岩手 岩手 岩手 685 17 19

昭和59 39 奈良 山形 北海道 528 34 21 平成29 72 愛媛 長野 長野 693 32 26

昭和60 40 鳥取 群馬 青森 509 28 16 平成30 73 福井 新潟 山梨 740 37 41

昭和61 41 山梨 北海道 山梨 527 33 16 令和元 74 茨城 北海道 北海道 657 34 41

昭和62 42 沖縄 長野 長野 546 42 29 令和 2 75 鹿児島（延期） 富山 青森 141 －※ －※

昭和63 43 京都 岩手 群馬 494 30 32 令和 3 76 三重(中止） 秋田(中止） 愛知・岐阜 －※ －※ －※

平成元 44 北海道 北海道 北海道 529 27 33 令和 4 77 栃木 秋田 栃木

平成 2 45 福岡 青森 岩手 565 29 34 令和 5 特別 鹿児島 岩手 青森

平成 3 46 石川 新潟 長野 546 23 28 令和 6 78 佐賀 （未定） （未定）

平成 4 47 山形 山形 山形 528 35 33 令和 7 79 滋賀 （未定） （未定）

平成 5 48 徳島・香川 鳥取 青森 558 26 34 令和 8 80 青森 青森 青森

平成 6 49 愛知 宮城 群馬 521 30 34 令和 9 81 宮﨑 （未定） （未定）

平成 7 50 福島 福島 福島 479 37 39 令和10 82 長野 長野 長野

平成 8 51 広島 岐阜 栃木 497 29 33 令和11 83 群馬 （未定） （未定）

平成 9 52 大阪 秋田 北海道 417 32 37 令和12 84 島根 （未定） （未定）

平成10 53 神奈川 岩手 岩手 487 31 36 令和13 85 奈良 （未定） （未定）

※平成18年 第61回大会より、夏季・秋季大会を一本化。

※令和２年は新型コロナウイルス感染症対策のため本大会が延期されたことによ
り、天皇杯・皇后杯順位なし。参加人数は冬季大会のみ記載。

※令和３年は新型コロナウイルス感染症対策のため本大会が中止、冬季大会スケー
ト、アイスホッケーの各競技会への参加を取止めたほか、スキー競技会は中止と
なった。

 国民体育大会 開催状況等 一覧

　国民体育大会の開催状況（第1回大会以降）と新潟県選手団総合成績等（第21回大会以降）
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資料５

 

年度 回数 開催地 年度 回数

昭和63 1 山梨県 ― ―

平成元 2 愛媛県 平成元 1 　長岡市 （中越地域）

平成 2 3 和歌山県 平成 2 2 　新潟市 （下越地域）

平成 3 4 熊本県 平成 3 3 　上越市ほか （上越地域）

平成 4 5 島根県 平成 4 4 　柏崎市ほか （中越地域）

平成 5 6 千葉県 平成 5 5 　新発田市ほか （下越地域）

平成 6 7 福岡県 平成 6 6 　新井市ほか （上越地域）

平成 7 8 奈良県 平成 7 7 　三条市ほか （中越地域）

平成 8 9 群馬県 平成 8 8 　亀田町ほか （下越地域）

平成 9 10 沖縄県 平成 9 9 　小千谷市ほか （中越地域）

平成10 11 岐阜県 平成10 10 　両津市ほか （下越地域）

平成11 12 山形県 平成11 11 　糸魚川市ほか （上越地域）

平成12 13 石川県 平成12 12 　長岡市 （中越地域）

平成13 14 三重県 平成13 13 　弥彦村ほか （下越地域）

平成14 15 広島県 平成14 14 　新発田市ほか （下越地域）

平成15 16 香川県 平成15 15 　見附市ほか （中越地域）

平成16 17 福井県 平成16 16 　新津市ほか （下越地域）

平成17 18 岩手県 平成17 17 　上越市ほか （上越地域）

平成18 19 鳥取県 平成18 18 　十日町市ほか （中越地域）

平成19 20 青森県 平成19 19 　五泉市ほか （下越地域）

平成20 21 滋賀県 平成20 20 　新潟市ほか （新潟地域）

平成21 22 宮崎県 平成21 21   糸魚川市ほか （上越地域）

平成22 23 富山県 平成22 22 　胎内市ほか （下越地域）

平成23 24 栃木県 平成23 23 　柏崎市ほか （中越地域）

平成24 24 　妙高市ほか （上越地域）

平成25 25 　新潟市ほか （新潟地域）

平成26 26 加茂市ほか （中越地域）

平成27 27 五泉市ほか （下越・佐渡地域）

平成28 28 新潟市ほか （新潟地域）

平成29 29 上越市ほか （上越地域）

平成２９年度をもって終了

平成２３年度をもって大会終了

―

 全国スポーツ・レクリエーション祭、新潟県スポーツフェスティバル

　全国スポーツ
　　　・レクリエーション祭

新潟県スポーツフェスティバル

 開催状況 一覧

開催地
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　　　　 公益財団法人 新潟県スポーツ協会

〒 住　　　　　所 TEL FAX

950-0933 新潟市中央区清五郎67番地12　デンカビッグスワンスタジアム内 025-287-8600 025-287-8601

No 団　体　名 〒 住　　　　　所 TEL FAX

1 (公財)新潟市スポーツ協会 951-8132 新潟市中央区一番堀通町3-1　新潟市陸上競技場内 025-266-8250 025-266-8332

2 (公財)長岡市ｽﾎﾟｰﾂ協会 940-0084 長岡市幸町2-1-1　さいわいプラザ内 0258-34-2130 0258-34-2808

3 (一財)上越市スポーツ協会 942-0004 上越市西本町4-8-12　直江津屋台会館内 025-525-4119 025-525-4169

4 （一社）三条市スポーツ協会 959-1153 三条市新堀2113　三条市栄体育館内 0256-45-1150 0256-45-1151

5 （一財）柏崎市スポーツ協会 945-0061 柏崎市栄町18-11　柏崎市武道館内 0257-22-5597 0257-41-4001

6 新発田市スポーツ協会 957-0054 新発田市本町4-16-83　新発田市カルチャーセンター　認定NPO法人新発田市総合型地域スポーツクラブ内 0254-28-7510 0254-28-7510

7 小千谷市スポーツ協会 947-0035 小千谷市桜町4915　小千谷市総合体育館内 0258-83-0077 0258-83-0078

8 加茂市スポーツ協会 959-1334 加茂市大字狭口甲1082-4　加茂勤労者体育センター内 0256-53-2206 0256-53-3451

9 （一社）十日町市スポーツ協会 948-0072 十日町市西本町1丁目365-14　十日町市総合体育館内 025-752-4377 025-752-4375

10 NPO法人見附市スポーツ協会 954-0034 見附市月見台1-9-1　見附市総合体育館内 0258-62-3661 0258-62-1000

11 村上市体育協会 958-0837 村上市三之町13-25　村上体育館内 0254-52-6311 0254-52-6154

12 (一財)燕市スポーツ協会 959-1263 燕市大曲3015番地　燕市体育センター内 0256-64-3091 0256-64-3090

13 糸魚川市スポーツ協会 941-8501 糸魚川市一の宮1-2-5　糸魚川市教育委員会生涯学習課スポーツ振興係 025-552-1511 025-552-8292

14 （一社）五泉市スポーツ協会 959-1701 五泉市石曽根8074-1　さくらアリーナ内 0250-58-6373 0250-58-6384

15 (一財)佐渡市スポーツ協会 952-0312 佐渡市吉岡1675　佐渡スポーツハウス内 0259-67-7510 0259-55-4035

16 阿賀野市スポーツ協会 959-2025 阿賀野市岡山町10-15　水原総合体育館内 0250-25-7613 0250-62-3604

17 魚沼市スポーツ協会 949-7413 魚沼市堀之内130　堀之内体育館内　 025-794-6074 025-794-5523

18 妙高市スポーツ協会 944-8686 妙高市栄町5-1　妙高市教育委員会生涯学習課スポーツ振興室 0255-74-0036 0255-72-3902

19 南魚沼市スポーツ協会 949-6680 南魚沼市六日町865　南魚沼市民会館内 025-773-6630 025-772-8161

20 胎内市スポーツ協会 959-2600 胎内市清水9番地７　胎内市総合体育館内　NPO法人スポーツクラブたいない内 0254-43-0003 0254-43-0004

21 聖籠町体育協会 957-0117 北蒲原郡聖籠町諏訪山1288番地　聖籠野球場内 0254-27-1515 0254-27-1514

22 弥彦村スポーツ協会 959-0321 西蒲原郡弥彦村大字上泉1753-1　弥彦村体育館 0256-94-2876 0256-94-5133

23 田上町スポーツ協会 959-1503 南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田2700　田上町民体育館内 0256-64-8856 0256-64-8856

24 出雲崎町体育協会 949-4342 三島郡出雲崎町大字米田281-1　出雲崎町教育委員会教育課社会教育係内 0258-78-4700 0258-78-4559

25 湯沢町スポーツ協会 949-6102 南魚沼郡湯沢町大字神立628番地1　湯沢カルチャーセンター内 025-785-2123 025-785-6911

26 津南町体育協会 949-8201 中魚沼郡津南町大字下船渡丁2806-3　津南町公民館内 025-765-3134 025-765-4991

27 刈羽村スポーツ協会 945-0307 刈羽郡刈羽村大字刈羽100番地　刈羽村生涯学習センター「ラピカ」内 0257-20-3100 0257-20-3103

28 関川村体育協会 959-3292 岩船郡関川村上関912 0254-64-1491 0254-64-3019

29 阿賀町体育協会 959-4402 東蒲原郡阿賀町津川3913-10津川Ｂ＆Ｇ海洋センター内 0254-92-2771 0254-92-4494

（令和３年７月現在）（２） 県スポーツ協会 加盟市町村体育協会 一覧

（１） 主な事業内容

（公財） 新潟県スポーツ協会

〔資料提供：（公財）新潟県スポーツ協会〕

競技スポーツの振興と競技水準の向上、生涯スポーツの振興と健康・体力の維持増進、国民体育大会関係、スポーツ指導者の養成、
青少年スポーツの育成、広報・啓発、スポーツ医科学に関する調査・研究及びその振興、顕彰など

資料６
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No 団　体　名 〒 住　　　　　所 TEL FAX

1 (一財)新潟陸上競技協会 950-0933 新潟市中央区清五郎67番地12　デンカビッグスワンスタジアム内 (025)257-7636 (025)257-7691

2 (一社)新潟県サッカー協会 950-1101 新潟市西区山田2307-272 新潟ふるさと村敷地内　時の旅人館2階 (025)233-0100 (025)233-0055

3 新潟県テニス協会 950-1122 新潟市西区木場2131　横山　悟　気付 （025）377-2448 （025）378-5931

4 新潟県ホッケー協会 953-0044 新潟市西蒲区巻乙30-1　県立巻高等学校内　松田　章　様方 (0256)72-2351 (0256)73-4424

5 新潟県ボクシング連盟 950-2024 新潟市西区小新西1-5-1　県立新潟工業高等学校内　藤木　弘胤　様方 （025）266-1101 （025）266-1238

6 新潟県バレーボール協会 956-0816 新潟市秋葉区新津東町1-12-9　県立新津工業高等学校内　藤澤　正文　様方 090-4829-8545 （0250）22-8114

7 新潟県体操協会 950-3304 新潟市北区木崎3291-1　新潟市立木崎中学校内　南日　豊子　様方 （025）387-3366 （025）387-2273

8 (一財)新潟県バスケットボール協会 950-1101 新潟市西区山田2307-272　新潟市時の旅人館内 （025）378-2877 （025）378-2878

9 新潟県レスリング協会 951-8141 新潟市中央区美咲町1-5-5　和光物産㈱内 （025）250-1125 （025）250-7143

10 新潟県ウエイトリフティング協会 955-0823 三条市東本成寺13-1　県立県央工業高等学校内　大山　徹　様方 （0256）32-5251 （0256）33-7179

11 新潟県ハンドボール協会 955-0813 三条市大字袋656 090-1457-3889 （0256）34-2744

12 新潟県自転車競技連盟 959‐0265 燕市吉田東町16-1　県立吉田高等学校内　小柳　勝　様方 (0256)93-3225 (0256)93-5455

13 新潟県ソフトテニス連盟 959-0323 西蒲原郡弥彦村弥彦1250 080-3600-9405

14 新潟県卓球連盟 950-0994 新潟市中央区上所3丁目6-20-5　ロイヤルステージⅠ　103号室 （025）383-8045 （025）383-8045

15 （一社）新潟県野球連盟 950-0948 新潟市中央区女池南3-6-4　新潟市鳥屋野野球場内 (025)285-7622 (025)378-3340

16 新潟県相撲連盟 941-0046 糸魚川市羽生1347-6　古畑　豊和　様方 （025）552-2396 -

17 新潟県馬術連盟 950-0942 新潟市中央区女池南3-6-5　新潟市馬術協会内 (025)285-3814 (025)285-3814

18 新潟県フェンシング協会 957-0117 北蒲原郡聖籠町諏訪山1416-1　小林　慧　様方 080-3193-5074

19 新潟県柔道連盟 955-0041 三条市三竹2-6-28　熊倉　匠　様方 090-7524-2957 -

20 新潟県ソフトボール協会 955-0863 三条市東新保10-39-5　外山　信良　様方 (0256)35-6123 (0256)33-9651

21 新潟県バドミントン協会 950-2061 新潟市西区五十嵐東3-8-19　高崎　操　様方 (025)268-1550 (025)268-1550

22 新潟県弓道連盟 959-1265 燕市道金375　清水　強　 様方 (0256)64-2858 (0256)64-2858

23 新潟県ライフル射撃協会 959-2823 胎内市熱田坂881-92 新潟県立胎内ライフル射撃場内 (0254)48-3600 (0254)48-3600

24 (一財）新潟県剣道連盟 950-0982 新潟市中央区堀之内南3-1-21　北陽ビル2階 (025)384-4784 (025)384-4794

25 新潟県ラグビーフットボール協会 950-0088 新潟市中央区万代1-5-1 ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰｼｮｯﾌﾟﾗﾌﾞﾗ万代店内 三膳 惣一 様方 (025)255-5320 (025)255-5315

26 新潟県山岳協会 943-0831 上越市仲町4-2-23-704　伊藤　明徳　様方 (025)522-1905 -

27 新潟県アーチェリー協会 957-0063 新発田市新栄町3-1-13　（株）ハードオフコーポレーション内　大友　陽平　様気付 090-3544-0336 （0254）26-6250

28 新潟県空手道連盟 955-0105 三条市島川原86　前田政志 様方 (0256)46-2276 (0256)46-2276

29 新潟県銃剣道連盟 955-0143 三条市棚鱗178　新潟県農業総合研究所　畜産研究センター　長谷川　元　様方 (0256)34-3004 -

30 新潟県クレー射撃協会 959-2821 胎内市坪穴703-1　青山　勉　様方 （0254）48-3870 -

31 新潟県なぎなた連盟 945-0813 柏崎市南半田2‐14　中村 コウ 様方 (0257)23-2377 (0257)23-2377

32 （一財）新潟県水泳連盟 940-0826 長岡市長倉町1338番地　ダイエープロビスフェニックスプール内 (0258)37-7985 (0258)37-7958

33 新潟県ボート協会 950-0871 新潟市東区山木戸5-3-25　坂上　英行　様方 090-7631-7322

34 新潟県セーリング連盟 950-2054 新潟市西区寺尾東1-3-16-2　鈴木　智之　様方 090-6785-9170

35 新潟県カヌー協会 959-0141 長岡市寺泊敦ヶ曽根798‐1　近藤　雅晴　様方 (0256)97-3011 (0256)97-3031

36 (公財)新潟県スキー連盟 947-0053 小千谷市千谷川2-3-26　小千谷農業管理センター2F (0258)82-1680 (0258)82-4146

37 新潟県スケート連盟 951-8008 新潟市中央区窪田町1-24-2　高橋　貞雄　様方 090-1663-1882 (025)229-5153

38 ＪＡＢＡ新潟県野球連盟 950-0948 新潟市中央区女池南3-6-4　新潟市営鳥屋野野球場内 (025)283-3337 (025)283-3337

39 新潟県ボウリング連盟 950-1434 新潟市南区櫛笥1034　諏訪間　秀明　様方 (025)372-2225 (025)372-2225

40 新潟県少林寺拳法連盟 959-0432 新潟市西蒲区川崎872-4　東海林　正謙　様方 （0256）70-4805 （0256）70-4805

41 (一財)新潟県ゲートボール連盟 955-0033 三条市西大崎１丁目1-3 (0256)34-6770 (0256)34-6024

42 新潟県バイアスロン連盟 943-0893 上越市大字大貫1586-13　佐藤　俊一 　様方 090-2523-6886 (025)526-7903

43 新潟県武術太極拳連盟 951-8068 新潟市中央区上大川前通5番町96 (025)228-2150 (025)228-2160

44 新潟県合気道連盟 953-0041 新潟市西蒲区巻甲934　小柳　健也　様方 (0256)72-5463 (0256)72-5463

45 新潟県スポーツチャンバラ協会 940-0021 長岡市城岡1-3-12　内山　和夫　様方 (0258)36-7887 (0258)36-7887

46 新潟県ドッジボール協会 955-0022 三条市上保内乙512-6　西潟　文夫　様方 （0256）39-3003 （0256）39-3003

47 新潟県アイスホッケー連盟 943-0828 上越市北本町2-5-15　笹川　宏　様方 （025）524-8336 -

48 新潟県ダンススポーツ連盟 950-2162 新潟市西区五十嵐中島5-12-16 (025)262-0076 (025)262-0076

49 新潟県アメリカンフットボール協会 940-0023 長岡市新町1-2-26　小島　浩一　様方 （0258）34-8281 （0258）34-8281

50 新潟県トライアスロン連合 958-0834 村上市新町7-9　山田　聡　様方 （0254）53-2103 -

51 新潟県ゴルフ連盟 950-0982 新潟市中央区堀之内南1-15-6　日南ビル2F (025)244-5621 (025)244-5627

52 新潟県バウンドテニス協会 950-3102 新潟市北区島見町263　川島　朝臣　様方 （025）255-2955 （025）255-2955

53 新潟県テコンドー協会 950-0908 新潟市中央区幸西1-4-15　横野　健司 様方 (025)245-0436 (025)245-0436

54 新潟県パワーリフティング協会 950-0986 新潟市中央区神道寺南2-10-10　西野　朋子　様方 （025）246-0546 （025）246-0546

55 新潟県グラウンド・ゴルフ協会 953-0034 新潟市西蒲区葉萱場67-9　伝川　秀雄　様方 （0256）78-8860 （0256）78-8860

56 新潟県スケートボード協会 958-0852 村上市南町2-2-41　平野　英功　様方 (0254)52-3132 (0254)52-3132

57 新潟県エアロビック連盟 950-0892 新潟市東区寺山3-25-16 090-2436-1545 （025）271-7650

1 新潟県小学校体育連盟 950-0088 新潟市中央区万代1-3-30　万代シティホテルビル（万代シルバーホテル） （025）290-2252 （025）290-2252

2 新潟県中学校体育連盟 950-0088 新潟市中央区万代1-3-30　万代シティホテルビル（万代シルバーホテル） （025）290-2252 （025）290-2252

3 新潟県高等学校体育連盟 950-0948 新潟市中央区女池南3-6-1　新潟県立新潟江南高等学校内 （025）283-0358 （025）283-0358

4 大学体育連盟 950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050　新潟大学　学務部学生支援課内 （025）262-6084 （025）262-6304

5 新潟県高等学校野球連盟 950-8639 新潟市東区小金町２丁目６番１号　新潟県立新潟東高等学校内 （025）290-7817 （025）290-7827

（４） 県スポーツ協会 加盟学校体育団体 一覧 （令和３年11月現在）

（３） 県スポーツ協会 加盟競技団体 一覧 （令和３年８月現在）

7



〒 住　　　　　所 TEL FAX

950-0933 新潟市中央区清五郎67番地12　デンカビッグスワンスタジアム内 （025）287-8709 （025）287-8710

No 団　体　名 〒 住　　　　　所 TEL FAX

1 新潟市レクリエーション協会 950-0075 新潟市中央区沼垂東6-2-19　関谷様方 （025）244-4953 （025）244-4953

2 長岡市レクリエーション協会 940-0084 長岡市幸町2丁目1番地1号　さいわいプラザ２F　スポーツ振興課内 （0258）32-6117 （0258）39-2257

3 上越市レクリエーション協会 942-0336 上越市浦川原区飯室2006 090-5765-4265 -

4 新津レクリエーション協会 956-0815 新潟市秋葉区新金沢町26-4　井上様方 （0250）22-8928 （0250）22-8928

5 村上市レクリエーション協会 958-0852 村上市南町2-4-25　内山様方 （0254）52-4574 （0254）52-4574

6 阿賀野市レクリエーション協会 959-2004 阿賀野市笹岡157-1　笹神体育館内 （0250）61-2111 (0250)62-7749

7 妙高市レクリエーション協会 944-0042 妙高市東雲町9-9　森田様方 （025）72-3710 （025）72-3710

8 佐渡レクリエーション協会 952-0011 佐渡市両津夷336番地 （0259）27-2777 （0259）27-2777

9 柏崎市レクリエーション協会 945-0105 柏崎市剱168-21 （0257）23-0061 -

10 県央レクリエーション協会 955-0024 三条市柳沢1572　三条市グリーンスポーツセンター内 （0256）38-3968 （0256）38-4488

11 小千谷市レクリエーション協会 947-0031 小千谷市土川2丁目19-18 （0258）82-5936 -
      

No 団　体　名 〒 住　　　　　所 TEL FAX

1 新潟県サイクリング協会 950-0166 新潟市江南区旭4-3-12　橋本様方 090-8017-3881 -

2 新潟県フォークダンス連盟 940-2114 長岡市北山2丁目11-3 (0258)27-4426 (0258)27-4426

3 新潟県キャンプ協会 950-2126 新潟市江南区東本町1-411　村山様方 090-2623-1569 -

4 新潟県オリエンテーリング協会 954-0004 見附市元町2-3-68　丸山様方 （0258）62-7721 －

5 (一財)新潟県ゲートボール連盟 955-0033 三条市西大崎１丁目1-3 (0256)34-6770 (0256)34-6024

6 新潟県ペタンク協会 944-0047 妙高市白山町1-18-16　金井様方 (0255)73-7944 (0255)73-7944

7 新潟県インディアカ協会 940-2145 長岡市青葉台2-6-14 090-4714-2161 (0258)47-1265

8 新潟県スポーツチャンバラ協会 940-0021 長岡市城岡1-3-12　内山様方 (0258)36-7887 (0258)36-7887

9 新潟県ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 950-2174 新潟市西区五十嵐３の町6-11 090-5763-7875 (025)262-1680

10 新潟県ドッジボール協会 955-0022 三条市上保内乙512-6 (0256)38-6270 (0256)38-6270

11
(認特非)日本車椅子レクダンス協会
新潟県車椅子レクダンス協会

940-0043 長岡市土合4-2-34　柴木様方 090-2632-3105 050-7507-6135

12 新潟県カーリンコン協会 950-2176 新潟市西区五十嵐3の町北1-22 090-4094-4905 (025)263-1779

13 新潟県ポールウォーキング協会 950-0972 新潟市中央区新和3-1-25-207　豊嶋様方 090-8215-4941 -

14 新潟県クッブ協会 955-0024 三条市柳沢1572　三条市グリーンスポーツセンター内 (0256)38-3968 (0256)38-4488

15 新潟県ロゲイニング協会 950-1471 新潟市南区和泉442-4　ハイツロイヤル1-1　藤島様方 090-4618-0177 -

16 新潟県バウンドテニス協会 950-3102 新潟市北区島見町263 090-5433-0118 (025)255-2955

17
（一財）スポーツウェルネス吹矢協会
新潟県協会

955-0803 三条市月岡1405 (0256)35-2697 (0256)35-2678

18 新潟県健康クラブ推進連絡会 950-0933 新潟市中央区清五郎67番地12　デンカビッグスワンスタジアム内 （025）287-8709 （025）287-8710

No 団　体　名 〒 住　　　　　所 TEL FAX

1 新潟県福祉レクリエーション・ネットワークinにいがた 947-0024 小千谷市船岡2-2-4 090-5201-9633 -

2 新潟県障害者スポーツ協会 950-0121 新潟市江南区亀田向陽1-9-1　新潟ふれ愛プラザ内 (025)383-3610 (025)381-1478

3 (特非)希楽々 959-3423 村上市九日市501番地 (0254)66-8119 (0254)66-8112

No 団　体　名 〒 住　　　　　所 TEL FAX

※1 新潟県スポーツ推進委員協議会 950-8570 新潟市中央区新光町4-1 新潟県スポーツ課内 (025)280-5091 (025)280-5276

2 新潟県スポーツ施設協会 950-0933 新潟市中央区清五郎67番地12　(公財)新潟県スポーツ協会内 (025)287-8600 (025)287-8601

3 新潟県女子体育連盟 950-3102 新潟市北区島見町1398　新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科内 (025)257-4384 (025)257-4384

※4 （一財）弥彦サイクリングパーク 959-0323 西蒲原郡弥彦村大字弥彦2487番地1 (0256)94-4311 (0256)94-4312

※5 （公財）新潟県ｲﾝﾄﾞｱｽﾎﾟｰﾂ振興米山財団 940-2121 長岡市喜多町下川原1116番地 (0258)94-2125 (0258)94-2125

※6 （公財）南魚沼市文化スポーツ振興公社 949-6680 南魚沼市六日町865番地 (025)773-5500 (025)772-8161

7 新潟県シェアリングネイチャー協会 955-0024 三条市柳沢1572三条市グリーンスポーツセンター内 (0256)38-3968 (0256)38-4488

8 新潟県フロアボール連盟 949-8416 十日町市高道山乙951 阿部様方 090-1436-2869 ―

9 新潟県体操研究会 951-8121 新潟市中央区水道町1-5939　新潟青陵大学短期大学部青野研究室内 (025)266-9326 ―

10 トリットボール協会 950-0851 新潟市東区新石山3-8-7　神田様方 (025)276-5202 (025)276-5202

11 新潟県スポレック協会 941-0008 糸魚川市大字田伏191　田代様方 090-6939-9457 －

12 新潟県マレットゴルフ協会 946-0085 魚沼市下折立430　おりたて振興組合内 (025)795-2166 ―

13 新潟県障害者スポーツ協会 950-0121 新潟市江南区亀田向陽1-9-1　新潟ふれ愛プラザ内 (025)383-3610 (025)381-1478

（１） 主な事業内容

(一社） 新潟県レクリエーション協会

レクリエーション活動の指導・普及、レクリエーション活動指導者の養成・派遣、レクリエーション団体の育成・指導、　レクリエーション活動
に関する調査・研究、広報活動、ニュースポーツ物品貸出など

　　　　一般社団法人 新潟県レクリエーション協会
〔資料提供：（一社）新潟県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会〕

(令和3年8月現在）（２） 構成団体（地域団体）

（３） 構成団体（種目別団体）

（４） 構成団体（領域別団体等）

　　　　その他の県内スポーツ団体 一覧

資料７

資料６資料８
※1 平成23年8月のスポーツ基本法施行により、平成23年8月24日付けで新潟県体育指導委員協議会より名称変更
※ 資料７の(社)県ﾚｸ協会及び下記№４～６の財団 （＝計３団体）は、ｽﾎﾟｰﾂ課所管（生涯ｽﾎﾟｰﾂ関連）の公益法人
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Ｎo 団　　体　　名 電話番号 Ｎo 団　　体　　名 電話番号
1 独立行政法人日本スポーツ振興センター 03-5410-9124 13 (公財)スポーツ安全協会 03-5510-0022
2 (公財)日本スポーツ協会 03-6910-5800 14 (公財)日本障がい者スポーツ協会 03-5939-7021
3 (公財)日本オリンピック委員会 03-6910-5950 15 (公財)笹川スポーツ財団 03-6229-5300
4 (公財)日本レクリエーション協会 03-3834-1091 16 (公財)日本中学校体育連盟 03-5843-1961
5 (公財)日本スポーツ施設協会 03-5972-1982 17 (公財)日本健康スポーツ連盟 03-5809-1807
6 (公財)全国高等学校体育連盟 03-6268-0027 18 (公財)日本スポーツクラブ協会 03-5354-5351
7 (公社)全国大学体育連合 03-3232-5738 19 (財)日本レジャースポーツ振興協会 -
8 (公財)日本高等学校野球連盟 06-6443-4661 20 全国福祉レクリエーション･ネットワーク 070-5125-2940
9 (公財)全日本大学野球連盟 03-5464-5444 21 日本余暇会 080-5437-1123

10 (公社)全国スポーツ推進委員連合 03-6804-3341 22 (NPO)日本ワールドゲームズ協会 03-6229-5300
11 (公社)日本女子体育連盟 03-3469-7995 23 (NPO)日本スポーツ芸術協会 03-5923-7751
12 (公財)健康･体力づくり事業財団 03-6430-9111

Ｎo 団　　体　　名 電話番号 Ｎo 団　　体　　名 電話番号
1 (公社)全日本アーチェリー連盟 03-6459-2812 53 (一社)ジャパンタッチ協会 -
2 (公財)日本アイスホッケー連盟 03-5843-0375 54 (公社)日本ダンススポーツ連盟 03-6457-1850
3 (一社)日本ボクシング連盟 03-6804-6751 55  日本チュックボール協会 027-264-3085
4 (公社)日本一輪車協会 03-6458-8131 56 (公社)日本綱引連盟 03-5843-0457
5 (一社)日本インディアカ協会 03-3512-2801 57 (公財)日本釣振興会 03-3555-3232
6 (公社)日本ウエイトリフティング協会 03-6434-0681 58 (NPO)日本ティーボール協会 03-6273-8611
7 (一社)日本ウオーキング協会 03-5256-7855 59  日本ディスクゴルフ協会 096-200-2336
8 (公社)日本エアロビック連盟 03-5796-7521 60 (公財)日本テニス協会 03-6812-9271 
9  日本エスキーテニス連盟 082-251-1436 61 (一財)日本ドッジボール協会 03-5776-1830 

10 (一社)日本オートキャンプ協会 03-3357-2851 62 (公社)日本トライアスロン連合 03-5786-0515
11 (公社)日本オリエンテーリング協会 03-5843-1907 63 (公財)全日本なぎなた連盟 072-775-2838
12 (一社)日本カバディ協会 03-6914-3047 64 (公財)全日本軟式野球連盟 03-3404-8831
13 (公社)日本カーリング協会 03-5843-0371 65 (公社)日本シェアリングネイチャー協会 03-5363-6010
14 (公社)日本カヌー連盟 03-5843-0400 66 (一財)日本バウンドテニス協会 03-6625-8966
15 (公財)全日本空手道連盟 03-5534-1951 67 (公社)日本馬術連盟 03-3297-5611
16 (公財)全日本弓道連盟 03-6447-2980 68 (公財)日本バスケットボール協会 03-4415-2020
17 (公社)日本近代五種協会 03-6447-0521 69 (公財)日本バドミントン協会 03-6434-5141
18 (一社)日本キンボールスポーツ連盟 06-6971-9190 70  日本パドルテニス協会 042-705-6262
19 (公社)日本グラウンド･ゴルフ協会 03-5843-1097 71 (公財)日本バレーボール協会 03-5786-2100
20 (一社)日本グラススキー連盟 090-2784-4015 72 (公社)日本パワーリフティング協会 0791-43-2000
21 (一社) 日本クリケット協会 050-3766-4483 73 (公財)日本ハンドボール協会 03-6709-8940
22 (一社)日本クレー射撃協会 03-6804-3970 74 (公社)日本ビリヤード協会 03-5770-7911
23 (公財)日本ゲートボール連合 03-5401-2251 75  日本ブーメラン協会 03-3261-9304
24 (一財)全日本剣道連盟 03-3234-6271 76 (公社)日本フェンシング協会 03-5843-0040
25 (一社)日本コーフボール協会 095-801-0357 77 (公社)日本フォークダンス連盟 03-3469-8706
26 (公財)日本ゴルフ協会 03-3566-0003 78 (公社)日本武術太極拳連盟 03-6231-4911
27 (公財)日本サッカー協会 03-3830-2004 79 (一財)日本フットサル連盟 03-3830-1843
28 （公社）日本山岳・スポーツクライミング協会 03-5843-1631 80 (一社)日本フライングディスク協会 03-6434-0721
29 (公社)日本３Ｂ体操協会 06-6391-3337 81  日本フリーテニス連盟 06-6971-9190
30 (公財)日本自転車競技連盟 03-6277-2690 82 (公社)日本ペタンク・ブール連盟 03-3868-2480
31  日本シャトルボール協会 03-3775-3120 83 (公財)全日本ボウリング協会 03-6804-5605
32 (公社)全日本銃剣道連盟 03-6910-0707 84 (公社)日本ボート協会 03-5843-0461
33 (公財)全日本柔道連盟 03-3818-4199 85 (公財)日本ボールルームダンス連盟 03-5652-7351
34 (一財)少林寺拳法連盟 03-5961-2190 86 (公社)日本ホッケー協会 03-6812-9200
35 (公財)日本水泳連盟 03-6812-9061 87 (公社)日本ボディビル・フィットネス連盟 03-5820-4321
36 (一社)日本水中スポーツ連盟 03-6862-6195 88 (公社)日本ボブスレー･リュージュ・スケルトン連盟 03-6804-9437
37 (公社)日本スカッシュ協会 03-6384-5788 89  日本マウンテンバイク協会 03-5363-3200
38 (公財)全日本スキー連盟 03-5843-1525 90 (一財)日本マレットゴルフ協会 03-5219-1337 
39 (公財)日本スケート連盟 03-5843-0415 91 (一財)日本万歩クラブ 03-3493-5601
40  日本スケートフォークダンス協会 03-3834-1091 92 (公財)日本野球連盟 03-3213-6776
41  日本スノーボード協会 03-5980-7245 93  日本ユニカール協会 0287-76-7357
42 (公社)日本スポーツチャンバラ協会 045-664-4110 94 (公社)日本ライフル射撃協会 03-6721-0792
43 (公財)日本相撲連盟 03-3368-2211 95 (公財)日本ラグビーフットボール協会 03-3401-3321
44 (公財)日本セーリング連盟 03-6447-4881 96 (公財)日本陸上競技連盟 050-1746-8410

45 (一社)日本セパタクロー協会 047-382-2442 97  日本レクリエーション卓球連盟 044-797-3331
46 (一社）日本ソフトダーツスポーツ振興協会 - 98 (公財)日本レスリング協会 03-5843-0358
47 (公財)日本ソフトテニス連盟 03-6417-1654 99  日本ロープスキッピング連盟 -
48 (公財)日本ソフトボール協会 03-5843-0480 100 (一社）ワールドスケートジャパン 03-3983-6335
49 (一社) 日本ターゲット･バードゴルフ協会 0422-30-5290 101 (NPO)ローンボウルズ日本 078-743-6790
50 (公社)日本ダーツ協会 03-6905-7711 102 (一社)日本スポーツウエルネス吹矢協会 03-5625-0131
51 (公財)日本体操協会 03-6455-4037 103  日本ユニバーサルホッケー協会 047-453-1464
52 (公財)日本卓球協会 03-6721-0921 

 資料９  全国の生涯スポーツ関係団体 一覧

(１) スポーツ関連団体

(２) 各種目別団体

（令和3年10月現在）
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新潟県スポーツの推進に関する条例 

 

 

 スポーツは、県民の心身の健康の保持増進、運動能力の向上、精神的な充足感の獲得等

に寄与するとともに、ふるさと新潟で育ったスポーツ選手のひたむきに取り組む姿と活躍

によって、県民に夢と感動を与え、地域社会に活力を生み出すなど、大きな力を有してい

る。 

 また、スポーツを行い、観覧し、又は支えることは、家族、仲間等との触れ合いはもと

より、地域の連帯感を育み、希薄化した人間関係がもたらす様々な弊害を抱える現代社会

において、その絆きずなを再構築するうえで欠かせないものとなっている。 

 このようなスポーツの果たす役割の重要性に鑑み、私たちは、スポーツが有する県民生

活及び地域社会における意義について理解を深め、スポーツに関する施策を効果的に推進

することにより、心身の健康の保持増進による県民の健康寿命の延伸、心豊かで活力に満

ちた県民生活の形成及び地域の特性を生かした魅力ある社会の実現に取り組むことを決意

し、ここに条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、スポーツの推進に関し、基本理念を定め、県の責務及びスポーツ関 

係団体等(競技団体、スポーツ産業の事業者その他のスポーツの振興のための活動を行 

う個人又は団体をいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、スポーツに関する

施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を効果的に推進し、 

もって心身の健康の保持増進による県民の健康寿命の延伸、心豊かで活力に満ちた県民 

生活の形成及び地域の特性を生かした魅力ある社会の実現に寄与することを目的とす  

る。 

（基本理念） 

第２条 スポーツの推進は、県、市町村、スポーツ関係団体等の適切な役割分担及び相互 

の連携並びに県民の理解と協力の下に、次の事項を基本として、行われなければならな 

い。 

 (1) 県民が生涯にわたり体力、適性、健康状態等に応じて、スポーツを行い、観覧し、    

又は支えることができ、その価値及び意義を実感できること。 

 (2) スポーツを通じて、心身の健康の保持増進による健康寿命の延伸が図られるととも    

に、スポーツを行う者の安全の確保に必要な配慮がなされること。 

 (3) スポーツを通じて、子どもの心身の成長の過程における体力及び運動能力の向上が    

図られるとともに、社会性、規範意識等が養われ、豊かな人間性が育まれること。 

 (4) 障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程   

度に応じ必要な配慮がなされるとともに、スポーツが障害者の自立及び社会参加を促    

進すること。 

 (5) スポーツ選手の育成、指導者の養成及び資質の向上、スポーツの施設及び設備の整  

備又は有効活用等競技水準の向上に資する環境の整備が図られること。 

 (6) 豊かな自然環境を活用したスポーツの普及が図られること。 

 (7) スポーツを通じて、県民の一体感及び活力の醸成並びに人と人との交流の促進が図  

られること。 
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（県の責務） 

第３条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、スポーツ 

の推進に関する施策を実施する責務を有する。 

（市町村への支援及び協力） 

第４条 県は、スポーツの推進に果たす市町村の役割の重要性に鑑み、市町村が実施する 

スポーツの推進に関する施策について、必要な支援及び協力を行うものとする。 

（スポーツ関係団体等の役割） 

第５条 スポーツ関係団体等は、基本理念にのっとり、それぞれの実情に応じてスポーツ 

の普及及び持続的発展の推進、競技水準の向上等スポーツの推進に資する活動に主体的 

に取り組むよう努めるものとする。 

２ スポーツ関係団体等は、県及び市町村が実施するスポーツの推進に関する施策に協力 

するよう努めるものとする。 

（県民の協力） 

第６条 県民は、基本理念にのっとり、スポーツが有する県民生活及び地域社会における 

意義について理解を深め、県及び市町村が実施するスポーツの推進に関する施策に協力 

するよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第７条 県は、スポーツに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう 

努めるものとする。 

（生涯スポーツの推進） 

第８条 県は、県民が生涯にわたり体力、適性、健康状態等に応じて、スポーツを行い、 

観覧し、又は支えることができるよう、多様なスポーツに参加する機会の確保、地域に 

おいてスポーツを行うための環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（健康寿命の延伸） 

第９条 県は、スポーツを通じた心身の健康の保持増進、体力の向上、疾病の予防等によ 

る県民の健康寿命の延伸に寄与するため、適切な情報の提供その他の必要な施策を講ず 

るものとする。 

（安全で安心なスポーツの推進） 

第 10条 県は、県民が安全で安心してスポーツを行うことができるよう、スポーツにおけ 

る指導者その他指導的立場にある者による選手への暴力等の行為を防止し、並びにスポ 

ーツ事故その他スポーツによって生ずる外傷、障害等の防止及び軽減を図ることとし、 

スポーツの指導者等の研修の実施、スポーツにおける安全の確保に関する知識の普及そ 

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

（子どものスポーツの推進等） 

第 11条 県は、体力及び運動能力の向上並びに社会性、規範意識等が養われ、豊かな人間 

性が育まれるよう、市町村、学校、スポーツ関係団体等、家庭及び地域社会と連携し、 

子どもがスポーツに積極的に参加することができる環境の整備その他の子どものスポー 

ツの推進に関し必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、学校における体育及び運動部活動等の持続的発展の推進を図るため、地域の実 

情に応じた環境の整備、児童及び生徒の発達段階に応じた体育及び運動部活動等に関す 

る指導の充実、地域におけるスポーツの指導者の活用その他の必要な施策を講ずるもの 

とする。 
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（障害者のスポーツの推進等） 

第 12条 県は、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、その障害 

の種類及び程度に応じて、スポーツに参加する機会の提供、安全の確保その他の必要な 

施策を講ずるものとする。 

２ 県は、障害者の自立及び社会参加を促進するため、障害者の行うスポーツの普及に関 

し配慮するものとする。 

（競技水準の向上） 

第 13 条 県は、県のスポーツ選手(県内に活動の拠点を置き、又は現に居住し、若しくは 

居住していたスポーツ選手をいう。以下同じ。)がオリンピック競技大会、パラリンピッ

ク競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会又は全国的な規模のスポーツの 

競技会において、健全な心身の下に優秀な成績を収めることができるよう、県のスポー 

ツ選手及びその指導者の計画的な育成、ドーピングの防止、スポーツ医・科学(医学、歯

学、生理学、心理学、力学、栄養学等のスポーツに関する諸科学をいう。)の活用その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

（スポーツ施設等の整備又は有効活用） 

第 14条 県は、県民のスポーツを行う場の充実を図るため、市町村と連携して、スポーツ 

の施設及び設備の整備又は有効活用に資する取組その他の必要な施策を講ずるものとす 

る。 

（自然環境を活用したスポーツの普及） 

第 15条 県は、豊富な積雪に加え、海、山、川等の多様な自然環境を活用したスポーツの 

普及のために必要な施策を講ずるものとする。 

（県民の一体感及び活力の醸成等） 

第 16条 県は、スポーツを通じて、県民の一体感及び活力の醸成を図るため、県民と県の 

スポーツ選手等との交流、県のスポーツ選手又は県内に活動の拠点を置くスポーツチー 

ムが出場する競技会の観覧の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、スポーツを通じて、人と人との交流の促進を図るため、スポーツの競技会の開 

催及び合宿の誘致その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（連携協力体制の整備） 

第 17条 県は、スポーツに関する施策を効果的に推進するため、県、市町村、学校、スポ 

ーツ関係団体等、県民等が意見を交換し、並びに相互に連携し、及び協力することがで 

きる体制を整備するものとする。 

（公表） 

第 18条 知事は、毎年度、スポーツの推進に関し講じた施策の状況を取りまとめ、公表す 

るものとする。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 県は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その 

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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新潟県総合計画の概要 

 

 

１ 計画の名称 

  「新潟県総合計画～住んでよし、訪れてよしの新潟県～」 

 

２ 計画の性格・位置づけ 

 ・ 将来の目指すべき新潟県の姿を明らかにし、今後の県政運営の総合的・基本的な指  

針として、県政の各分野のあらゆる計画やビジョンの基本となる、県の最上位の行政  

計画となるもの。 

 ・ 具体的な施策・事業等の立案・実施に向けて、毎年度の予算編成の基本となるもの。 

 ・ まち・ひと・しごと創生法第９条に基づく、本県の「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」としても位置付ける。 

 

３ 計画の期間 

  ８年間（2017（平成 29）年度～2024（令和６）年度） 

 

４ 新潟県のめざす姿 

（１）基本理念 

 

 

 

 

 

（２）将来像 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像Ⅰ 安全に安心して暮らせる、暮らしやすい新潟 

      １ 安全に安心して暮らせる新潟 

      ２ 県民すべてが生き生きと暮らせる新潟 

      ３ 誰もが社会参画できる新潟 

将来像Ⅱ 地域経済が元気で活力のある新潟 

      １ 多様な人や文化が交わる賑わいのある新潟 

      ２ 活力のある新潟 

将来像Ⅲ 県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟 

      １ 県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟 

 

「住んでよし、訪れてよしの新潟県」 

 県民の皆様が、新潟の魅力・新潟らしさ「新潟ブランド」を意識し、新潟に住ん

でいることを誇りに思い、これからも住み続けたいと思える新潟県、そして、国内

外の方々が新潟に魅力を感じ、訪ねてきていただける新潟県を目指す。 
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５ 政策展開の基本方向（スポーツ関連抜粋） 

 Ⅱ 地域経済が元気で活力のある新潟 

  １ 多様な人と文化が交わる賑わいのある新潟

   (1)  多様な地域資源を活かした交流人口の拡大 

     ③ スポーツと文化を活かした地域づくりによる交流拡大 

       地域資源を活かしたスポーツ振興や文化振興により、地域の魅力向上を図      

り、その魅力を発信することにより、交流人口拡大による地域活性化を実現      

する。 

     ■ 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした新潟県のスポーツと文化      

の発信による交流拡大 

     ■ スポーツイベント等を活用した交流拡大と地域の受入体制づくり 

 

       達成目標（成果指標） 

 

 

 

 

 

 Ⅲ 県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟 

  １ 県民一人一人が学び、成長し、活躍できる新潟 

   (3)  スポーツと文化の振興 

     ① スポーツを通じた豊かな生活の実現 

       地域の人々や組織が主体となって連携・協働し、地域資源を活かした取組      

を進めることにより、スポーツ振興が地域活性化をもたらし、更に地域活性      

化がスポーツ振興につながるような「スポーツ振興と地域活性化の好循環」      

を創出する。 

          ■ 地域全体が主体的に連携･協働してスポーツを推進する仕組みづくり 

     ■ 県民のスポーツへの親しみ度に応じた施策による裾野の拡大と競技力向上 

     ■ 年齢・性別・障害の有無等にかかわらずスポーツに親しめる施策の推進 

     ■ 地域資源を活用した受入体制づくりとスポーツを通じた新潟県の魅力発信 

 

       達成目標（成果指標） 

 

 

指標名 現状値 最新値
中間目標値
（2020年度）

最終目標値
（2024年度）

スポーツ・文化目的の
観光入込客数

38,888千人
（2017年度）

39,644千人
（2019年度）

44,000千人 45,000千人

指標名 現状値 最新値
中間目標値
（2020年度）

最終目標値
（2024年度）

本県成人の週１回以上の
スポーツ実施率

40.7%
（2018年度）

49.9%
（2019年度）

50% 65%
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