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令和３年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

「スポーツ推進のための地域ミーティング」

阿賀野市会場開催要項

１ 目的

令和５年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行や新しい生活様式に対応した安心安

全な運動・スポーツ機会の提供など、スポーツによる地域課題の解決に向け、関係団体・関

係者の連携を強化し、情報共有を促進して地域におけるスポーツ環境の充実及び推進体制

の基盤強化を図る。

２ 主催

公益財団法人新潟県スポーツ協会

３ 共催

  阿賀野市教育委員会

  NPO 法人阿賀野市総合型クラブ

４ 後援

  阿賀野市スポーツ協会

５ 期日

令和３年１１月７日（日）

６ 会場

笹神体育館

阿賀野市笹岡 157-1 TEL0250-61-2111
https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shogaigakushuka/shogaigakushu/3/1/2203.html

７ 日程及び内容

12：30～13：00 受付

13：00～13：15 開会

13：15～15：00 第１部 休日の部活動の段階的な地域移行について

○コーディネーター

新潟医療福祉大学 教授（健康科学部長・健康スポーツ学科長）

西原康行 様

○「休日の部活動の地域移行について」（※）

新潟県教育庁保健体育課学校体育指導係 副参事・係長

志田哲也 様
（※動画での説明となる場合があります）

○「融合型部活動への仕掛け ～希楽々の取組～」

NPO 法人希楽々 理事長

渡邊優子 様

15：10～16：30 第２部 阿賀野市で生涯にわたるスポーツ環境の整備に向けて

○コーディネーター兼事例発表者

NPO 法人希楽々 理事長 渡邊優子 様

「多世代を対象とした地域・企業と連携した事業展開」

  （小学校への指導者派遣、企業（イオン等）との連携など）
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○グループワーク

（テーマ）

多世代のスポーツ活動に対して各スポーツ団体や行政・企業等が

連携・協力できること ～それぞれの役割とスポーツ資源の活用～

16：30～17：00 第３部 情報提供等

○にいがたヘルス＆スポーツマイレージ事業について

新潟県県民生活環境部スポーツ課

○総合型クラブの登録・認証制度とは

公益財団法人新潟県スポーツ協会

新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

17：00～17：15 閉会（参加者アンケート記入）

８ 参加対象者

（１）地域スポーツ関係者、学校関係者、行政関係者

（２）ミーティング内容に関心のある方

（３）公益財団法人新潟県スポーツ協会（以下「本会」という。）が認めたもの

（４）新潟県内在住者に限ります。

９ 定員等

（１）先着 30名（予定）

（２）参加決定通知は、送付（送信）しません。

（３）参加できない方にのみその旨をご連絡します。

10 参加料

無料

11 申込方法

（１）下記内容を明記の上、令和３年 10月 22日（金）までにお申し込みください。

（２）別紙の参加申込書によりＦＡＸ・メール送信又は郵送にて公益財団法人新潟県スポー

ツ協会にお申込ください。

12 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する注意事項

（１）イベントは公益財団法人日本スポーツ協会（以下「JSPO」という。）「スポーツイベン

トの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づき開催いたします。

（https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline3.pdf ）

（２）発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方

がいる場合、過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている

国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合等は参加をお控えください。

① 各自でマスクを持参し、必ず着用してください。

② こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。

③ ミーティング終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主

催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止（延期）する場合があります。

（急な中止の場合は当日会場での中止告知となる場合があります）

（３）その他、感染防止のために主催者及び開催市町村・会場施設が決めたその他の措置を

遵守し、指示に従っていただきます。

13 個人情報の取得及び調査への協力について

（１）参加申込にあたって収集した個人情報は本事業の実施に伴う業務にのみ使用します。
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この個人情報は、参加者の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法

令などにより開示を求められた場合を除く）。

（２）本事業において撮影した写真（画像データ）、参加者アンケート結果（統計的に処理し

て回答者が特定されることのないデータとし、プライバシーや人権を侵害しない範囲と

したもの）及び意見等は、JSPO、本会及び本会が認めた団体で共有し、またウェブサイト

や各種報告資料に掲載、配布する場合があります。

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加者の安全確保のため、行政機関・

保健所等の指示に基づき、関係機関等に情報提供する場合があります。

14 その他

（１）お申込みをいただいたことにより、「12 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関す

る注意事項」及び「13 個人情報の取得及び調査への協力について」に同意されたものと

みなします。

（２）会場に手話通訳者、要約筆記者は配置しません。また、施設のバリアフリー対応はウ

ェブサイト又は運営団体にご確認ください。

（３）当日の様子を録画・録音できません。

（４）当日の実施内容は、やむを得ない事情により一部変更する場合があります。

■主催団体事務局 公益財団法人新潟県スポーツ協会 スポーツ推進課（担当：澁谷
し ぶ や

）

〒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

TEL：025-287-8600 FAX：025-287-8601  E-mail spo1@niigata-sports.or.jp

■運営団体事務局 NPO 法人阿賀野市総合型クラブ （担当：土岐
と き

）

〒959-1918 阿賀野市笹岡 157-1  笹神体育館内

TEL：0250-61-2111  FAX：0250-62-7749 E-mail info@agano-sougougata.com
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【コーディネーター等プロフィール紹介】

■ 西原
にしはら

康
やす

行
ゆき

氏

○ 新潟医療福祉大学 教授（健康科学部長・健康スポーツ学科長／スポーツ経営学）
○ 新潟県スポーツ推進審議会会長／新潟市スポーツ推進審議会会長
○ 公益財団法人新潟県スポーツ協会評議員
○ 公益財団法人日本スポーツ協会コーチデベロッパー
○ 新潟文化・スポーツコミッション委員長
○ 新潟県教育庁部活動改革検討委員会委員長 などを歴任

新潟医療福祉大学健康科学部長・健康スポーツ学科長。マネジメント力量や暗黙知などを研
究。文部科学省 私立大学研究ブランディング事業「リハビリテーション科学とスポーツ科学
の融合による先端的研究拠点」の研究統括推進委員長などを歴任。
同大学からは、県内の総合型クラブのスタッフ・指導者を多数輩出しており、同氏も日本ス

ポーツ協会の総合型クラブ育成事業に長年にわたり携わり、県内の総合型クラブの設立や運営
において助言してきている。
県内唯一の公益財団法人日本スポーツ協会コーチデベロッパー（コーチ育成者）として、公

認コーチの養成を始め、複数の市町村で独自に実施しているスポーツ指導者養成に携わり「グ
ッドコーチ」の育成に尽力している。
新潟県教育庁部活動改革検討委員会の委員長を務めるほか、スポーツコミッションなど多様

なスポーツ分野において、行政・教育・スポーツ団体や現場と密接な関係性を築く中で、県内
外におけるスポーツ政策立案や事業企画、実践に貢献している。

■ 渡邊
わたなべ

優子
ゆ う こ

氏

○ NPO 法人希楽々 理事長・ゼネラルマネジャー
○ 新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長
○ 公益財団法人日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会（全国ＳＣネットワ
ーク）副幹事長

○ 北信越ブロッククラブネットワークアクション実行委員長
○ スポーツ庁 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議委員
○ スポーツ庁 運動部活動の地域移行に関する検討会議委員 などを歴任

総合型クラブの黎明期に「希楽々」の設立に携わり、以来、地域課題解決型のクラブとして
子どもの放課後の居場所づくり「アフタースクール」、買い物弱者支援「ささえ隊」、商業施設
活用プログラム「健康ショッピング」「ちょいトレサロン」「おでかケア」、高齢者の社会参加事
業、障がい者スポーツによる障がい者と健常者の共生等に取り組むほか、スポーツ施設、学童
保育所（子育て支援センター含む）の指定管理も行うなど、幅広い活動を展開している。
県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の副会長、会長を歴任し、下越地区の総合型クラブ

の連携組織である「下越ねっと」の代表も務める。
全国ＳＣネットワークの副幹事長（２期目）を務め、総合型クラブの登録・認証制度創設や

全国的事業の企画立案、実行に寄与しており、全国各地で講演を行っている。
早くからクラブ独自の「新しいカタチの部活動」に取り組み、国、県及び村上市の運動部活

動のガイドライン等の策定に参画し、特に国のガイドラインで「融合型部活動」を提唱した。

■ 志田
し だ

哲也
て つ や

氏

○ 新潟県教育庁保健体育課学校体育指導係 副参事・指導係長

○ 第 77 回日本陸上競技選手権大会 走幅跳 優勝（大学４年生）

「新潟県部活動の在り方に係る方針」策定を担当。「新潟県部活動改革検討委員会」事務局

を担当。県立十日町高等学校全日制課程教頭を経て現職。
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令和３年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

「スポーツ推進のための地域ミーティング」

阿賀野市会場 参加申込書

公益財団法人新潟県スポーツ協会（スポーツ推進課） 宛

開催要項の諸事項を承諾のうえ、下記のとおり参加申し込みします。

メールアドレス

ふりがな

氏  名

年  齢       歳

自宅住所

〒

所属スポーツ団体

名及び役職等

※１、２

勤務先又は学校名

（学生の場合）

日中連絡がとれる

電話番号

ご質問・ご意見

※３

特記事項

※４

【留意事項】

※１：特定の団体に所属していない場合は未記入で結構です。行政、教育委員会の職員、学校の先生の

場合は、この欄に学校名等をご記入願います。

※２：参加者名簿には、氏名、所属団体・役職等欄記載事項のみを掲載します。

※３：頂戴したご質問・ご意見は資料として配布するか、意見交換等の場面で紹介します。

（主催者で要約や一部加工する場合がありますので、あらかじめご了承願います。）

※４：参加者にあたり、主催者又は施設において特別な配慮が必要なことがありましたらご記入くだ

さい。

参加申込にあたって収集した個人情報は本事業の実施に伴う業務にのみ使用します。この個人情報は、参加者

の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。
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令和３年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

「スポーツ推進のための地域ミーティング」

十日町市会場開催要項

１ 目的

令和５年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行や新しい生活様式に対応した安心安

全な運動・スポーツ機会の提供など、スポーツによる地域課題の解決に向け、関係団体・

関係者の連携を強化し、情報共有を促進して地域におけるスポーツ環境の充実及び推進体

制の基盤強化を図る。

２ 主催

公益財団法人新潟県スポーツ協会

特定非営利活動法人ネージュスポーツクラブ

３ 共催

一般社団法人十日町市スポーツ協会

４ 後援

  十日町市教育委員会

５ 協力

  十日町市スポーツコミッション

６ 期日

令和３年１１月１４日（日）

７ 会場

中里体育館（なかさとアリーナ）

十日町市田中口 316 番地 1 TEL025-755-5240
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai_bunkasportsbu/sportsshinkoka/2/gyomu/1450421535484.html

８ 日程及び内容

9：30～ 9：45 受付

9：45～10：00 開会

10：00～12：00 第１部 休日の部活動の段階的な地域移行について

○コーディネーター

新潟医療福祉大学教授（健康科学部長・健康スポーツ学科長）

西原康行 様

○「休日の部活動の地域移行について」（※）

新潟県教育庁保健体育課学校体育指導係副参事・係長

志田哲也 様
（※動画での説明となる場合があります）

○「融合型部活動への仕掛け ～希楽々の取組～」

NPO 法人希楽々理事長

渡邊優子 様
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○現在の十日町市の進捗状況

十日町市教育委員会学校教育課指導主事

十日町市の中学校部活動の在り方検討委員会事務局

郡司哲朗 様

○陸上競技の取組

十日町アスレチッククラブ代表 山本秋彦 様

○野球の取組

妻有 Nexus 代表・監督 真霜 崇 様

○サッカークラブの取組

（一社）ARTISTA 代表・監督 西野雄二 様

12：00～13：00 昼食・休憩

13：00～14：30 第２部 スポーツによる地域活性化について

○「スポーツと地域活性化の好循環創出事業」の取組と今後の展望に

ついて

特定非営利活動法人ネージュスポーツクラブ事務局長

関口芳平 様

○十日町市の現状と課題解決のポイントについて

十日町市スポーツコミッション幹事長 福崎勝幸 様

14：30～15：00 第３部 情報提供等

○にいがたヘルス＆スポーツマイレージ事業について

新潟県県民生活環境部スポーツ課

○総合型クラブの登録・認証制度とは

公益財団法人新潟県スポーツ協会

新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

15：00～15：15 閉会（参加者アンケート記入）

９ 参加対象者

（１）地域スポーツ関係者、学校関係者、行政関係者

（２）ミーティング内容に関心のある方

（３）公益財団法人新潟県スポーツ協会（以下「本会」という。）が認めたもの

（４）新潟県内在住者に限ります。

10 定員等

（１）先着 30名（予定）

（２）参加決定通知は、送付（送信）しません。

（３）参加できない方にのみその旨をご連絡します。

11 参加料

無料

12 申込方法

（１）下記内容を明記の上、令和３年 11 月５日（金）までにお申し込みください。

（２）別紙の参加申込書によりＦＡＸ・メール送信又は郵送にて公益財団法人新潟県スポー

ツ協会にお申込ください。

13 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する注意事項

（１）イベントは公益財団法人日本スポーツ協会（以下「JSPO」という。）「スポーツイベン

トの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づき開催いたします。

（https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline3.pdf ）
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（２）発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方

がいる場合、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい

る国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合等は参加をお控えくださ

い。

① 各自でマスクを持参し、必ず着用してください。

② こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。

③ ミーティング終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主

催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止（延期）する場合があります。

（急な中止の場合は当日会場での中止告知となる場合があります）

（３）その他、感染防止のために主催者及び開催市町村・会場施設が決めたその他の措置を

遵守し、指示に従っていただきます。

14 個人情報の取得及び調査への協力について

（１）参加申込にあたって収集した個人情報は本事業の実施に伴う業務にのみ使用します。

この個人情報は、参加者の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法

令などにより開示を求められた場合を除く）。

（２）本事業において撮影した写真（画像データ）、参加者アンケート結果（統計的に処理し

て回答者が特定されることのないデータとし、プライバシーや人権を侵害しない範囲と

したもの）及び意見等は、JSPO、本会及び本会が認めた団体で共有し、またウェブサイ

トや各種報告資料に掲載、配布する場合があります。

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加者の安全確保のため、行政機関・

保健所等の指示に基づき、関係機関等に情報提供する場合があります。

15 その他

（１）お申込みをいただいたことにより、「13 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関す

る注意事項」及び「14個人情報の取得及び調査への協力について」に同意されたものと

みなします。

（２）会場に手話通訳者、要約筆記者は配置しません。また、施設のバリアフリー対応はウ

ェブサイト又は運営団体にご確認ください。

（３）当日の様子を録画・録音できません。

（４）当日の実施内容は、やむを得ない事情により一部変更する場合があります。

■主催団体事務局 公益財団法人新潟県スポーツ協会 スポーツ推進課（担当：澁谷
し ぶ や

）

〒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

TEL：025-287-8600 FAX：025-287-8601  E-mail spo1@niigata-sports.or.jp

■運営団体事務局 特定非営利活動法人ネージュスポーツクラブ （担当：関口
せきぐち

）

〒948-0072 十日町市西本町 1 丁目 365 番地 14 十日町市総合体育館内

TEL：025-752-4377 FAX：025-752-4375 E-mail office@neige-sc.jp
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【コーディネーター等プロフィール紹介】

■ 西原
にしはら

康
やす

行
ゆき

氏

○新潟医療福祉大学 教授（健康科学部長・健康スポーツ学科長／スポーツ経営学）
○新潟県スポーツ推進審議会会長／新潟市スポーツ推進審議会会長
○公益財団法人新潟県スポーツ協会評議員
○公益財団法人日本スポーツ協会コーチデベロッパー
○新潟文化・スポーツコミッション委員長
○新潟県教育庁部活動改革検討委員会委員長 などを歴任

新潟医療福祉大学健康科学部長・健康スポーツ学科長。マネジメント力量や暗黙知などを研
究。文部科学省 私立大学研究ブランディング事業「リハビリテーション科学とスポーツ科学
の融合による先端的研究拠点」の研究統括推進委員長などを歴任。

同大学からは、県内の総合型クラブのスタッフ・指導者を多数輩出しており、同氏も日本ス
ポーツ協会の総合型クラブ育成事業に長年にわたり携わり、県内の総合型クラブの設立や運営
において助言してきている。

県内唯一の公益財団法人日本スポーツ協会コーチデベロッパー（コーチ育成者）として、公
認コーチの養成を始め、複数の市町村で独自に実施しているスポーツ指導者養成に携わり「グ
ッドコーチ」の育成に尽力している。

新潟県教育庁部活動改革検討委員会の委員長を務めるほか、スポーツコミッションなど多様
なスポーツ分野において、行政・教育・スポーツ団体や現場と密接な関係性を築く中で、県内
外におけるスポーツ政策立案や事業企画、実践に貢献している。

■ 渡邊
わたなべ

優子
ゆ う こ

氏

○ NPO 法人希楽々 理事長・ゼネラルマネジャー
○ 新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長
○ 公益財団法人日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会（全国ＳＣネットワ

ーク）副幹事長
○ 北信越ブロッククラブネットワークアクション実行委員長
○ スポーツ庁 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議委員
○ スポーツ庁運動部活動の地域移行に関する検討会議委員 などを歴任

総合型クラブの黎明期に「希楽々」の設立に携わり、以来、地域課題解決型のクラブとして
子どもの放課後の居場所づくり「アフタースクール」、買い物弱者支援「ささえ隊」、商業施設
活用プログラム「健康ショッピング」「ちょいトレサロン」「おでかケア」、高齢者の社会参加
事業、障がい者スポーツによる障がい者と健常者の共生等に取り組むほか、スポーツ施設、学
童保育所（子育て支援センター含む）の指定管理も行うなど、幅広い活動を展開している。

県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の副会長、会長を歴任し、下越地区の総合型クラブ
の連携組織である「下越ねっと」の代表も務める。

全国ＳＣネットワークの副幹事長（２期目）を務め、総合型クラブの登録・認証制度創設や
全国的事業の企画立案、実行に寄与しており、全国各地で講演を行っている。

早くからクラブ独自の「新しいカタチの部活動」に取り組み、国、県及び村上市の運動部活
動のガイドライン等の策定に参画し、特に国のガイドラインで「融合型部活動」を提唱した。

■志田
し だ

哲也
て つ や

氏

○ 新潟県教育庁保健体育課学校体育指導係 副参事・指導係長

○ 第 77 回日本陸上競技選手権大会 走幅跳 優勝（大学４年生）

「新潟県部活動の在り方に係る方針」策定を担当。「新潟県部活動改革検討委員会」事務局

を担当。県立十日町高等学校全日制課程教頭を経て現職。
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令和３年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

「スポーツ推進のための地域ミーティング」

十日町市会場 参加申込書

公益財団法人新潟県スポーツ協会（スポーツ推進課） 宛

開催要項の諸事項を承諾のうえ、下記のとおり参加申し込みします。

メールアドレス

ふりがな

氏  名

年  齢       歳

自宅住所

〒

所属スポーツ団体

名及び役職等

※１、２

勤務先又は学校名

（学生の場合）

日中連絡がとれる

電話番号

ご質問・ご意見

※３

特記事項

※４

【留意事項】

※１：特定の団体に所属していない場合は未記入で結構です。行政、教育委員会の職員、学校の先生

の場合は、この欄に学校名等をご記入願います。

※２：参加者名簿には、氏名、所属団体・役職等欄記載事項のみを掲載します。

※３：頂戴したご質問・ご意見は資料として配布するか、意見交換等の場面で紹介します。

（主催者で要約や一部加工する場合がありますので、あらかじめご了承願います。）

※４：参加者にあたり、主催者又は施設において特別な配慮が必要なことがありましたらご記入くだ

さい。

参加申込にあたって収集した個人情報は本事業の実施に伴う業務にのみ使用します。この個人情報は、参加者

の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。
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令和３年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

「スポーツ推進のための地域ミーティング」

津南町会場開催要項

１ 目的

令和５年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行や新しい生活様式に対応した安心安

全な運動・スポーツ機会の提供など、スポーツによる地域課題の解決に向け、関係団体・

関係者の連携を強化し、情報共有を促進して地域におけるスポーツ環境の充実及び推進体

制の基盤強化を図る。

２ 主催

公益財団法人新潟県スポーツ協会

特定非営利活動法人Ｔａｐ

３ 後援

  津南町教育委員会 津南町体育協会 津南町スポーツ少年団

４ 期日

令和３年１１月２７日（土）

５ 会場

津南町総合センター

中魚沼郡津南町大字下船渡丁 1633-1 TEL 025-765-5776

６ 日程及び内容

9：30～ 9：45 受付

9：45～10：00 開会

10：00～12：00 第１部 休日の部活動の段階的な地域移行について

○コーディネーター

新潟医療福祉大学 教授（健康科学部長・健康スポーツ学科長）

西原康行 様

○「休日の部活動の地域移行について」（※）

新潟県教育庁保健体育課学校体育指導係 副参事・係長

志田哲也 様
（※動画での説明となる場合があります）

○「融合型部活動への仕掛け ～希楽々の取組～」

NPO 法人希楽々 理事長

渡邊優子 様

○津南町における学校部活動の現状と連携（事例発表）

・津南町教育委員会 管理指導主事 滝沢甲子夫 様

・津南町ジュニアバドミントンスポーツ少年団 指導者 武田淳次 様

12：00～13：00 昼食・休憩

13：00～14：30 第２部 これからの地域スポーツを考え、今、私たちができること

○グループワーク（テーマ）

地域スポーツ関係者が一堂に集うことでそれぞれの現状や課題、

問題点を共有し、「これからの地域スポーツのあり方とは？」、そし

て今、私たちが「行動するべきこととは？」を問う機会とする。
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コーディネーター

特定非営利活動法人Ｔａｐ 事務局長 江村大輔 様

アドバイザー

西原康行 様 志田哲也 様 渡邊優子 様

公益財団法人新潟県スポーツ協会専務理事 細貝和司
（グループワーク等の実施方法は参加状況を踏まえて決定します）

（アドバイザーは追加・変更する場合があります）

14：30～15：00 第３部 情報提供等

○にいがたヘルス＆スポーツマイレージ事業について

新潟県県民生活環境部スポーツ課

○総合型クラブの登録・認証制度とは

公益財団法人新潟県スポーツ協会

新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

15：00～15：15 閉会（参加者アンケート記入）

７ 参加対象者

（１）地域スポーツ関係者、学校関係者、行政関係者

（２）ミーティング内容に関心のある方

（３）公益財団法人新潟県スポーツ協会（以下「本会」という。）が認めたもの

（４）新潟県内在住者に限ります。

８ 定員等

（１）先着 30名（予定）

（２）参加決定通知は、送付（送信）しません。

（３）参加できない方にのみその旨をご連絡します。

９ 参加料

無料

10 申込方法

（１）下記内容を明記の上、令和３年 11 月 12日（金）までにお申し込みください。

（２）別紙の参加申込書によりＦＡＸ・メール送信又は郵送にて公益財団法人新潟県スポー

ツ協会にお申込ください。

11 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する注意事項

（１）イベントは公益財団法人日本スポーツ協会（以下「JSPO」という。）「スポーツイベン

トの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づき開催いたします。

（https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline3.pdf ）

（２）発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方

がいる場合、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい

る国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合等は参加をお控えくださ

い。

① 各自でマスクを持参し、必ず着用してください。

② こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。

③ ミーティング終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主

催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止（延期）する場合があります。

（急な中止の場合は当日会場での中止告知となる場合があります）

（３）その他、感染防止のために主催者及び開催市町村・会場施設が決めたその他の措置を
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遵守し、指示に従っていただきます。

12 個人情報の取得及び調査への協力について

（１）参加申込にあたって収集した個人情報は本事業の実施に伴う業務にのみ使用します。

この個人情報は、参加者の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法

令などにより開示を求められた場合を除く）。

（２）本事業において撮影した写真（画像データ）、参加者アンケート結果（統計的に処理し

て回答者が特定されることのないデータとし、プライバシーや人権を侵害しない範囲と

したもの）及び意見等は、JSPO、本会及び本会が認めた団体で共有し、またウェブサイ

トや各種報告資料に掲載、配布する場合があります。

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加者の安全確保のため、行政機関・

保健所等の指示に基づき、関係機関等に情報提供する場合があります。

13 その他

（１）お申込みをいただいたことにより、「11 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関す

る注意事項」及び「12 個人情報の取得及び調査への協力について」に同意されたものと

みなします。

（２）会場に手話通訳者、要約筆記者は配置しません。また、施設のバリアフリー対応はウ

ェブサイト又は運営団体にご確認ください。

（３）当日の様子を録画・録音できません。

（４）当日の実施内容は、やむを得ない事情により一部変更する場合があります。

■主催団体事務局 公益財団法人新潟県スポーツ協会 スポーツ推進課（担当：澁谷
し ぶ や

）

〒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

TEL：025-287-8600 FAX：025-287-8601  E-mail spo1@niigata-sports.or.jp

■運営団体事務局 特定非営利活動法人Ｔａｐ （担当：江村
え む ら

）

〒949-8201 中魚沼郡津南町大字下船渡丁 1633 番地 1

TEL：025-765-5776 FAX：025-765-3596   E-mail tap@poplar.ocn.ne.jp
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【コーディネーター等プロフィール紹介】

■ 西原
にしはら

康
やす

行
ゆき

氏

○ 新潟医療福祉大学 教授（健康科学部長・健康スポーツ学科長／スポーツ経営学）
○ 新潟県スポーツ推進審議会会長／新潟市スポーツ推進審議会会長
○ 公益財団法人新潟県スポーツ協会評議員
○ 公益財団法人日本スポーツ協会コーチデベロッパー
○ 新潟文化・スポーツコミッション委員長
○ 新潟県教育庁部活動改革検討委員会委員長 などを歴任

新潟医療福祉大学健康科学部長・健康スポーツ学科長。マネジメント力量や暗黙知などを研
究。文部科学省 私立大学研究ブランディング事業「リハビリテーション科学とスポーツ科学
の融合による先端的研究拠点」の研究統括推進委員長などを歴任。
同大学からは、県内の総合型クラブのスタッフ・指導者を多数輩出しており、同氏も日本ス

ポーツ協会の総合型クラブ育成事業に長年にわたり携わり、県内の総合型クラブの設立や運営
において助言してきている。
県内唯一の公益財団法人日本スポーツ協会コーチデベロッパー（コーチ育成者）として、公

認コーチの養成を始め、複数の市町村で独自に実施しているスポーツ指導者養成に携わり「グ
ッドコーチ」の育成に尽力している。
新潟県教育庁部活動改革検討委員会の委員長を務めるほか、スポーツコミッションなど多様

なスポーツ分野において、行政・教育・スポーツ団体や現場と密接な関係性を築く中で、県内
外におけるスポーツ政策立案や事業企画、実践に貢献している。

■ 渡邊
わたなべ

優子
ゆ う こ

氏

○ NPO 法人希楽々 理事長・ゼネラルマネジャー
○ 新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長
○ 公益財団法人日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会（全国ＳＣネットワ
ーク）副幹事長

○ 北信越ブロッククラブネットワークアクション実行委員長
○ スポーツ庁 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議委員
○ スポーツ庁 運動部活動の地域移行に関する検討会議委員 などを歴任

総合型クラブの黎明期に「希楽々」の設立に携わり、以来、地域課題解決型のクラブとして
子どもの放課後の居場所づくり「アフタースクール」、買い物弱者支援「ささえ隊」、商業施設
活用プログラム「健康ショッピング」「ちょいトレサロン」「おでかケア」、高齢者の社会参加
事業、障がい者スポーツによる障がい者と健常者の共生等に取り組むほか、スポーツ施設、学
童保育所（子育て支援センター含む）の指定管理も行うなど、幅広い活動を展開している。
県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の副会長、会長を歴任し、下越地区の総合型クラブ

の連携組織である「下越ねっと」の代表も務める。
全国ＳＣネットワークの副幹事長（２期目）を務め、総合型クラブの登録・認証制度創設や

全国的事業の企画立案、実行に寄与しており、全国各地で講演を行っている。
早くからクラブ独自の「新しいカタチの部活動」に取り組み、国、県及び村上市の運動部活

動のガイドライン等の策定に参画し、特に国のガイドラインで「融合型部活動」を提唱した。

■ 志田
し だ

哲也
て つ や

氏

○ 新潟県教育庁保健体育課学校体育指導係 副参事・指導係長

○ 第 77 回日本陸上競技選手権大会 走幅跳 優勝（大学４年生）

「新潟県部活動の在り方に係る方針」策定を担当。「新潟県部活動改革検討委員会」事務局

を担当。県立十日町高等学校全日制課程教頭を経て現職。
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令和３年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

「スポーツ推進のための地域ミーティング」

津南町会場 参加申込書

公益財団法人新潟県スポーツ協会（スポーツ推進課） 宛

開催要項の諸事項を承諾のうえ、下記のとおり参加申し込みします。

メールアドレス

ふりがな

氏  名

年  齢       歳

自宅住所

〒

所属スポーツ団体

名及び役職等

※１、２

勤務先又は学校名

（学生の場合）

日中連絡がとれる

電話番号

ご質問・ご意見

※３

特記事項

※４

【留意事項】

※１：特定の団体に所属していない場合は未記入で結構です。行政、教育委員会の職員、学校の先生

の場合は、この欄に学校名等をご記入願います。

※２：参加者名簿には、氏名、所属団体・役職等欄記載事項のみを掲載します。

※３：頂戴したご質問・ご意見は資料として配布するか、意見交換等の場面で紹介します。

（主催者で要約や一部加工する場合がありますので、あらかじめご了承願います。）

※４：参加者にあたり、主催者又は施設において特別な配慮が必要なことがありましたらご記入くだ

さい。

参加申込にあたって収集した個人情報は本事業の実施に伴う業務にのみ使用します。この個人情報は、参加者

の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。
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令和３年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

「スポーツ推進のための地域ミーティング」

上越市会場開催要項

１ 目的

令和５年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行や新しい生活様式に対応した安心安

全な運動・スポーツ機会の提供など、スポーツによる地域課題の解決に向け、関係団体・関

係者の連携を強化し、情報共有を促進して地域におけるスポーツ環境の充実及び推進体制

の基盤強化を図る。

２ 主催

公益財団法人新潟県スポーツ協会

上越ＳＣネット

３ 共催

  上越市教育委員会

４ 期日

令和３年１１月２８日（日）

５ 会場

ユートピアくびき希望館

上越市頸城区百間町 716 番地 TEL025-530-2360

   https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kubiki-ku/sisetu-syukai-kubiki.html

６ 日程及び内容

9：30～ 9：45 受付

9：45～10：00 開会

10：00～12：00 第１部 休日の部活動の段階的な地域移行について

○コーディネーター

新潟医療福祉大学 教授（健康科学部長・健康スポーツ学科長）

西原康行 様

○「休日の部活動の地域移行について」（※）

新潟県教育庁保健体育課学校体育指導係 副参事・係長

志田哲也 様
（※動画での説明となる場合があります）

○「融合型部活動への仕掛け ～希楽々の取組～」

NPO 法人希楽々 理事長

渡邊優子 様

12：00～13：00 昼食・休憩

13：00～14：30 第２部 地域と学校との連携事例について

○三和中学校と NPO 法人さんわスポーツクラブとの連携事例

・上越地区中学校体育連盟会長 上越市立三和中学校 校長

石野秋広 様

・NPO 法人さんわスポーツクラブ クラブマネジャー

松井和代 様

○意見交換
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14：30～15：00 第３部 情報提供等

○にいがたヘルス＆スポーツマイレージ事業について

新潟県県民生活環境部スポーツ課

○総合型クラブの登録・認証制度とは

公益財団法人新潟県スポーツ協会

新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

15：00～15：15 閉会（参加者アンケート記入）

７ 参加対象者

（１）地域スポーツ関係者、学校関係者、行政関係者

（２）ミーティング内容に関心のある方

（３）公益財団法人新潟県スポーツ協会（以下「本会」という。）が認めたもの

（４）新潟県内在住者に限ります。

８ 定員等

（１）先着 150 名（予定）

（２）参加決定通知は、送付（送信）しません。

（３）参加できない方にのみその旨をご連絡します。

９ 参加料

無料

10 申込方法

（１）下記内容を明記の上、令和３年 11月 12日（金）までにお申し込みください。

（２）別紙の参加申込書によりＦＡＸ・メール送信又は郵送にて公益財団法人新潟県スポー

ツ協会にお申込ください。

11 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する注意事項

（１）イベントは公益財団法人日本スポーツ協会（以下「JSPO」という。）「スポーツイベン

トの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づき開催いたします。

（https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline3.pdf ）

（２）発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方

がいる場合、過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている

国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合等は参加をお控えください。

① 各自でマスクを持参し、必ず着用してください。

② こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。

③ ミーティング終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主

催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止（延期）する場合があります。

（急な中止の場合は当日会場での中止告知となる場合があります）

（３）その他、感染防止のために主催者及び開催市町村・会場施設が決めたその他の措置を

遵守し、指示に従っていただきます。

12 個人情報の取得及び調査への協力について

（１）参加申込にあたって収集した個人情報は本事業の実施に伴う業務にのみ使用します。

この個人情報は、参加者の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法

令などにより開示を求められた場合を除く）。

（２）本事業において撮影した写真（画像データ）、参加者アンケート結果（統計的に処理し

て回答者が特定されることのないデータとし、プライバシーや人権を侵害しない範囲と
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したもの）及び意見等は、JSPO、本会及び本会が認めた団体で共有し、またウェブサイト

や各種報告資料に掲載、配布する場合があります。

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加者の安全確保のため、行政機関・

保健所等の指示に基づき、関係機関等に情報提供する場合があります。

13 その他

（１）お申込みをいただいたことにより、「11 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関す

る注意事項」及び「12 個人情報の取得及び調査への協力について」に同意されたものと

みなします。

（２）会場に手話通訳者、要約筆記者は配置しません。また、施設のバリアフリー対応はウ

ェブサイト又は運営団体にご確認ください。

（３）当日の様子を録画・録音できません。

（４）当日の実施内容は、やむを得ない事情により一部変更する場合があります。

■主催団体事務局 公益財団法人新潟県スポーツ協会 スポーツ推進課（担当：澁谷
し ぶ や

）

〒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

TEL：025-287-8600 FAX：025-287-8601  E-mail spo1@niigata-sports.or.jp

■運営団体事務局（本事業担当） NPO 法人さんわスポーツクラブ （担当：松井和代）

〒943-0311 上越市三和区島倉 2382 番地の３  三和スポーツセンター内

TEL：025-529-2711 FAX：025-532-2712 E-mail：sanwaspo@chive.ocn.ne.jp
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【コーディネーター等プロフィール紹介】

■ 西原
にしはら

康
やす

行
ゆき

氏

○ 新潟医療福祉大学 教授（健康科学部長・健康スポーツ学科長／スポーツ経営学）
○ 新潟県スポーツ推進審議会会長／新潟市スポーツ推進審議会会長
○ 公益財団法人新潟県スポーツ協会評議員
○ 公益財団法人日本スポーツ協会コーチデベロッパー
○ 新潟文化・スポーツコミッション委員長
○ 新潟県教育庁部活動改革検討委員会委員長 などを歴任

新潟医療福祉大学健康科学部長・健康スポーツ学科長。マネジメント力量や暗黙知などを研
究。文部科学省 私立大学研究ブランディング事業「リハビリテーション科学とスポーツ科学
の融合による先端的研究拠点」の研究統括推進委員長などを歴任。
同大学からは、県内の総合型クラブのスタッフ・指導者を多数輩出しており、同氏も日本ス

ポーツ協会の総合型クラブ育成事業に長年にわたり携わり、県内の総合型クラブの設立や運営
において助言してきている。
県内唯一の公益財団法人日本スポーツ協会コーチデベロッパー（コーチ育成者）として、公

認コーチの養成を始め、複数の市町村で独自に実施しているスポーツ指導者養成に携わり「グ
ッドコーチ」の育成に尽力している。
新潟県教育庁部活動改革検討委員会の委員長を務めるほか、スポーツコミッションなど多様

なスポーツ分野において、行政・教育・スポーツ団体や現場と密接な関係性を築く中で、県内
外におけるスポーツ政策立案や事業企画、実践に貢献している。

■ 渡邊
わたなべ

優子
ゆ う こ

氏

○ NPO 法人希楽々 理事長・ゼネラルマネジャー
○ 新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長
○ 公益財団法人日本スポーツ協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会（全国ＳＣネットワ
ーク）副幹事長

○ 北信越ブロッククラブネットワークアクション実行委員長
○ スポーツ庁 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議委員
○ スポーツ庁 運動部活動の地域移行に関する検討会議委員 などを歴任

総合型クラブの黎明期に「希楽々」の設立に携わり、以来、地域課題解決型のクラブとして
子どもの放課後の居場所づくり「アフタースクール」、買い物弱者支援「ささえ隊」、商業施設
活用プログラム「健康ショッピング」「ちょいトレサロン」「おでかケア」、高齢者の社会参加事
業、障がい者スポーツによる障がい者と健常者の共生等に取り組むほか、スポーツ施設、学童
保育所（子育て支援センター含む）の指定管理も行うなど、幅広い活動を展開している。
県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の副会長、会長を歴任し、下越地区の総合型クラブ

の連携組織である「下越ねっと」の代表も務める。
全国ＳＣネットワークの副幹事長（２期目）を務め、総合型クラブの登録・認証制度創設や

全国的事業の企画立案、実行に寄与しており、全国各地で講演を行っている。
早くからクラブ独自の「新しいカタチの部活動」に取り組み、国、県及び村上市の運動部活

動のガイドライン等の策定に参画し、特に国のガイドラインで「融合型部活動」を提唱した。

■ 志田
し だ

哲也
て つ や

氏

○ 新潟県教育庁保健体育課学校体育指導係 副参事・指導係長

○ 第 77 回日本陸上競技選手権大会 走幅跳 優勝（大学４年生）

「新潟県部活動の在り方に係る方針」策定を担当。「新潟県部活動改革検討委員会」事務局

を担当。県立十日町高等学校全日制課程教頭を経て現職。
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令和３年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

「スポーツ推進のための地域ミーティング」

上越市会場 参加申込書

公益財団法人新潟県スポーツ協会（スポーツ推進課） 宛

開催要項の諸事項を承諾のうえ、下記のとおり参加申し込みします。

メールアドレス

ふりがな

氏  名

年  齢       歳

自宅住所

〒

所属スポーツ団体

名及び役職等

※１、２

勤務先又は学校名

（学生の場合）

日中連絡がとれる

電話番号

ご質問・ご意見

※３

特記事項

※４

【留意事項】

※１：特定の団体に所属していない場合は未記入で結構です。行政、教育委員会の職員、学校の先生の

場合は、この欄に学校名等をご記入願います。

※２：参加者名簿には、氏名、所属団体・役職等欄記載事項のみを掲載します。

※３：頂戴したご質問・ご意見は資料として配布するか、意見交換等の場面で紹介します。

（主催者で要約や一部加工する場合がありますので、あらかじめご了承願います。）

※４：参加者にあたり、主催者又は施設において特別な配慮が必要なことがありましたらご記入くだ

さい。

参加申込にあたって収集した個人情報は本事業の実施に伴う業務にのみ使用します。この個人情報は、参加者

の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。


