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「地域ミーティング」の開催について（案内）

日ごろから、本会のスポーツ推進活動にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げ

ます。

さて、中学校運動部活動の地域移行や中学生世代のスポーツ環境づくり、地域のス

ポーツ推進体制の基盤強化などについて、最新の動向を踏まえ地域で意見交換する機

会として昨年度に引き続き「地域ミーティング」を４会場で開催します。

つきましては、貴職並びに貴団体関係者からも参加いただきたくご案内申し上げま

す。また、関係団体等への周知にもご協力くださいますようお願いいたします。

なお、第１部は４会場共通の内容となっており、第２部は各会場によって異なって

おります。

◆詳細は開催要項やリーフレットをご覧ください。

◆会場ごとのＱＲコード、ＵＲＬによるオンライン申し込み又は「参加申込書」をメー

ル又は FAXにて本会まで送信してください。

◆本会及び新潟県広域スポーツセンターのウェブサイト（ホームページ）からも申し込

みができます。

https://www.niigata-sports.or.jp/
https://www.niigata-sports.net/

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・中山）

〒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



スポーツ庁国庫補助事業

令和４年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

地域ミーティング in魚沼 開催要項

１ 目的

令和４年３月25日にスポーツ庁から『第３期スポーツ基本計画』が示されるとともに、

令和４年６月６日には『運動部活動の地域移行に関する検討会議提言』が出され、中学生

をはじめとするジュニア世代のスポーツの環境は大きく変わろうとしている。そのような

中、令和４年７月26日にスポーツ庁から公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）、日本中

学校体育連盟、スポーツ安全協会に対して、上記『提言』を踏まえた対応について要請が

行われたところであり、中学生をはじめとするジュニア世代が目的・志向に応じてスポー

ツを安全に楽しむことができる環境を整備し、新たな地域スポーツ体制を構築することは

喫緊の課題となっている。

ついては、新たな地域スポーツ体制の構築に向けて、各種スポーツ団体、行政、学校等が

協働・連携して取り組むための情報共有と協力体制の構築を目的として開催する。

２ 主催

公益財団法人新潟県スポーツ協会

３ 後援

  魚沼市教育委員会（申請中） 魚沼市スポーツ協会（申請中）

４ 主管

NPO 法人エンジョイスポーツクラブ魚沼

５ 期日

令和４年 11月６日（日）

６ 会場

魚沼市中央公民館（堀之内公民館） 大ホール

魚沼市堀之内 130 番地 TEL：025-794-6026

  https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2015012300268/

７ 日程及び内容

9：00～ 9：30 受付

9：30～ 9：40 開会

9：40～12：10 第１部 運動部活動の地域移行について

○イントロダクション（30分）

～なぜ部活動の地域移行なのか

中学生にとって望ましいスポーツ環境とは～

新潟医療福祉大学副学長・教授／新潟県部活動改革検討委員会座長

西原康行 様

○本県及び県内自治体のこれまでの取組（40分）

新潟県教育庁保健体育課副参事・学校体育指導係長 志田哲也 様

○「融合型部活動」～妄想がカタチになるまで～（40分）

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

NPO 法人希楽々理事長／新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

幹事長 渡邊優子 様

○意見交換（40分）
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コーディネーター 西原康行 様 助言者 志田哲也 様 渡邊優子 様

12：10～13：10 昼食・休憩

13：10～13：30 情報提供（総合型クラブ登録・認証制度等の情報提供）

13：30～15：00 第２部 部活動地域移行前の地域の動きについて

～陸上、スキー、サッカーの自発的取り組みと生徒の自主的自発的

な取り組みを引き出す指導の工夫～

＜事例発表者＞

魚沼市立広神中学校陸上部外部講師 増田孝宏 様

中学生サッカークラブチーム指導者（スペインサッカー公認ライセンス取得） 武川 学 様

魚沼市市議会議員・スキー指導員 星 直樹 様

コーディネーター 西原康行 様 助言者 志田哲也 様 渡邊優子 様

15：00～15：15 閉会・アンケート記入

８ 参加対象者

（１）スポーツ関係者、学校関係者、議会・行政関係者、保護者など

（２）事業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）原則として新潟県内在住者に限ります。

９ 定員等

（１）先着 50名（予定）

（２）参加決定通知は送付（送信）しません。

（３）定員超過等により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

Google フォーム（下記 URL 又はＱＲコード）又は参加申込書により、令和４年 10 月 28

日（金）までに本会にお申し込みください。

https://forms.gle/a6fA7iEBfqxkAZLYA

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）イベントは原則として JSPO「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、本

会に報告してください。

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止又は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告知となる場合があります）

（３）その他、感染防止のために本会及び開催市町村・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。
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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。

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施

設のウェブサイト等でご確認ください。

（３）当日の様子を録画・録音できません。（本会の許可を得た場合を除く）

（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。

（５）報道や自治体広報等の取材が入る場合があります。

（６）会場及び敷地内はすべて禁煙です。

■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 法人エンジョイスポーツクラブ魚沼 （担当：高木
た か ぎ

）

〒946-7413 魚沼市堀之内 130 番地 魚沼市堀之内体育館内

TEL：025-793-7166 FAX：025-793-7164 E-mail espo@espouonuma.com



スポーツ庁国庫補助事業

令和４年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

地域ミーティング in加茂 開催要項

１ 目的

令和４年３月25日にスポーツ庁から『第３期スポーツ基本計画』が示されるとともに、

令和４年６月６日には『運動部活動の地域移行に関する検討会議提言』が出され、中学生

をはじめとするジュニア世代のスポーツの環境は大きく変わろうとしている。そのような

中、令和４年７月26日にスポーツ庁から公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）、日本中

学校体育連盟、スポーツ安全協会に対して、上記『提言』を踏まえた対応について要請が

行われたところであり、中学生をはじめとするジュニア世代が目的・志向に応じてスポー

ツを安全に楽しむことができる環境を整備し、新たな地域スポーツ体制を構築することは

喫緊の課題となっている。

ついては、新たな地域スポーツ体制の構築に向けて、各種スポーツ団体、行政、学校等が

協働・連携して取り組むための情報共有と協力体制の構築を目的として開催する。

２ 主催

公益財団法人新潟県スポーツ協会

３ 共催

  加茂市スポーツ協会（申請中）

４ 後援

  加茂市教育委員会（申請中）

５ 期日

令和４年 11月 12 日（土）

６ 会場

加茂市役所 301 会議室

加茂市幸町 2-3-5 TEL：0256-52-0080

https://www.city.kamo.niigata.jp/shisetsu/list/facility00_01/

７ 日程及び内容

9：00～ 9：30 受付

9：30～ 9：40 開会

9：40～12：10 第１部 運動部活動の地域移行について

○イントロダクション（30分）

～なぜ部活動の地域移行なのか

中学生にとって望ましいスポーツ環境とは～

新潟医療福祉大学副学長・教授／新潟県部活動改革検討委員会座長

西原康行 様

○本県及び県内自治体のこれまでの取組（40分）

新潟県教育庁保健体育課副参事・学校体育指導係長 志田哲也 様

○「融合型部活動」～妄想がカタチになるまで～（40分）

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

NPO 法人希楽々理事長／新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

幹事長 渡邊優子 様

○意見交換（40分）
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コーディネーター 西原康行 様 助言者 志田哲也 様 渡邊優子 様

12：10～13：10 昼食・休憩

13：10～13：30 情報提供（総合型クラブ登録・認証制度等の情報提供）

13：30～15：00 第２部 地域スポーツについての現状とこれから

     ～ 総合型地域スポーツクラブとは ～

コーディネーター 西原康行 様 助言者 志田哲也 様 渡邊優子 様

15：00～15：15 閉会・アンケート記入

８ 参加対象者

（１）スポーツ関係者、学校関係者、議会・行政関係者、保護者など

（２）事業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）原則として新潟県内在住者に限ります。

９ 定員等

（１）先着 50名（予定）

（２）参加決定通知は送付（送信）しません。

（３）定員超過等により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

Google フォーム（下記 URL 又はＱＲコード）又は参加申込書により、令和４年 11 月４日

（金）までに本会にお申し込みください。

  https://forms.gle/UfLQz6irieMdYkHk7

  

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）イベントは原則として JSPO「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、本

会に報告してください。

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止又は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告知となる場合があります）

（３）その他、感染防止のために本会及び開催市町村・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。

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
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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施

設のウェブサイト等でご確認ください。

（３）当日の様子を録画・録音できません。（本会の許可を得た場合を除く）

（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。

（５）報道や自治体広報等の取材が入る場合があります。

（６）会場及び敷地内は禁煙です。

（７）加茂市役所正面玄関からお入りください。

■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 加茂市スポーツ協会（担当：牛腸
ごちょう

）

〒959-1334 加茂市大字狭口甲 1082-4 加茂市勤労者体育センター内

TEL：0256-53-2206 FAX：0256-53-3451
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令和４年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

地域ミーティング in上越 開催要項

１ 目的

令和４年３月25日にスポーツ庁から『第３期スポーツ基本計画』が示されるとともに、

令和４年６月６日には『運動部活動の地域移行に関する検討会議提言』が出され、中学生

をはじめとするジュニア世代のスポーツの環境は大きく変わろうとしている。そのような

中、令和４年７月26日にスポーツ庁から公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）、日本中

学校体育連盟、スポーツ安全協会に対して、上記『提言』を踏まえた対応について要請が

行われたところであり、中学生をはじめとするジュニア世代が目的・志向に応じてスポー

ツを安全に楽しむことができる環境を整備し、新たな地域スポーツ体制を構築することは

喫緊の課題となっている。

ついては、新たな地域スポーツ体制の構築に向けて、各種スポーツ団体、行政、学校等が

協働・連携して取り組むための情報共有と協力体制の構築を目的として開催する。

２ 主催

公益財団法人新潟県スポーツ協会

上越市総合型地域スポーツクラブネットワーク（上越ＳＣネット）

３ 共催

  上越市教育委員会（申請中）

４期日

令和４年 11月 27 日（日）

５ 会場

ユートピアくびき希望館 多目的ホール

上越市頸城区百間町716番地 TEL：025-530-2360

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

６ 日程及び内容

9：00～ 9：30 受付

9：30～ 9：40 開会

9：40～12：10 第１部 運動部活動の地域移行について

○イントロダクション（30分）

～なぜ部活動の地域移行なのか

中学生にとって望ましいスポーツ環境とは～

新潟医療福祉大学副学長・教授／新潟県部活動改革検討委員会座長

西原康行 様

○本県及び県内自治体のこれまでの取組（40分）

新潟県教育庁保健体育課副参事・学校体育指導係長 志田哲也 様

○「融合型部活動」～妄想がカタチになるまで～（40分）

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

NPO 法人希楽々理事長／新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

幹事長 渡邊優子 様

○意見交換（40分）

コーディネーター 西原康行 様 助言者 志田哲也 様 渡邊優子 様

12：10～13：10 昼食・休憩
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13：10～13：30 情報提供（総合型クラブ登録・認証制度等の情報提供）

13：30～15：00 第２部

○事例発表 部活動地域移行の取組

上越市教育委員会学校教育課 管理指導主事 清水陽一郎 様

コーディネーター 西原康行 様 助言者 志田哲也 様 渡邊優子 様

15：00～15：15 閉会・アンケート記入

７ 参加対象者

（１）スポーツ関係者、学校関係者、議会・行政関係者、保護者など

（２）事業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）原則として新潟県内在住者に限ります。

８ 定員等

（１）先着 100 名（予定）

（２）参加決定通知は送付（送信）しません。

（３）定員超過等により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

Google フォーム（下記 URL 又はＱＲコード）又は参加申込書により、令和４年 11 月 18

日（金）までに本会にお申し込みください。

https://forms.gle/DvBvrsEpVgRC3khB9

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）イベントは原則として JSPO「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、本

会に報告してください。

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止又は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告知となる場合があります）

（３）その他、感染防止のために本会及び開催市町村・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）。
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（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施

設のウェブサイト等でご確認ください。

（３）当日の様子を録画・録音できません。（本会の許可を得た場合を除く）

（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。

（５）報道や自治体広報等の取材が入る場合があります。

（６）会場周辺に飲食店が少ないため、会場内の第３会議室を昼食会場として確保してあり

ます。（弁当の販売・斡旋は行いませんので、各自でご用意ください。）

（７）会場施設及び敷地内は禁煙です。

■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 上越市総合型地域スポーツクラブネットワーク（担当：伊巻
い ま き

）

〒942-0127 上越市頸城区百間町 691-5 上越市頸城Ｂ＆Ｇ海洋センター内

NPO 法人ユートピアくびきスポーツクラブ内（担当：市川
いちかわ

）

TEL：025-530-2381 FAX：025-530-2381
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令和４年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

地域ミーティング in弥彦 開催要項

１ 目的

令和４年３月25日にスポーツ庁から『第３期スポーツ基本計画』が示されるとともに、

令和４年６月６日には『運動部活動の地域移行に関する検討会議提言』が出され、中学生

をはじめとするジュニア世代のスポーツの環境は大きく変わろうとしている。そのような

中、令和４年７月26日にスポーツ庁から公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）、日本中

学校体育連盟、スポーツ安全協会に対して、上記『提言』を踏まえた対応について要請が

行われたところであり、中学生をはじめとするジュニア世代が目的・志向に応じてスポー

ツを安全に楽しむことができる環境を整備し、新たな地域スポーツ体制を構築することは

喫緊の課題となっている。

ついては、新たな地域スポーツ体制の構築に向けて、各種スポーツ団体、行政、学校等が

協働・連携して取り組むための情報共有と協力体制の構築を目的として開催する。

２ 主催

公益財団法人新潟県スポーツ協会

３ 共催

弥彦村スポーツ協会

４ 後援

  弥彦村教育委員会

５ 期日

令和４年 12月３日（土）

６ 会場

弥彦総合文化会館 小ホール

西蒲原郡弥彦村弥彦 2487-1 TEL：0256-94-4311

https://www.vill.yahiko.niigata.jp/facilites/facilites_culture/062#sec01

７ 日程及び内容

12：45～13：00 受付

13：00～13：10 開会

13：10～15：40 第１部 運動部活動の地域移行について

○イントロダクション（30分）

～なぜ部活動の地域移行なのか

中学生にとって望ましいスポーツ環境とは～

新潟医療福祉大学副学長・教授／新潟県部活動改革検討委員会座長

西原康行 様

○本県及び県内自治体のこれまでの取組（40分）

新潟県教育庁保健体育課副参事・学校体育指導係長 志田哲也 様

○「融合型部活動」～妄想がカタチになるまで～（40分）

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

NPO 法人希楽々理事長／新潟県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

幹事長 渡邊優子 様

○意見交換（40分）
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コーディネーター 西原康行 様 助言者 志田哲也 様 渡邊優子 様

15：40～16：00 情報提供（総合型クラブ登録・認証制度等の情報提供）

16：00～17：00 第２部 持続可能な地域スポーツ推進体制の構築について

コーディネーター 西原康行 様 助言者 志田哲也 様 渡邊優子 様

17：00～17：15 閉会・アンケート記入

８ 参加対象者

（１）スポーツ関係者、学校関係者、議会・行政関係者、保護者など

（２）事業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）原則として新潟県内在住者に限ります。

９ 定員等

（１）先着 50名（予定）

（２）参加決定通知は送付（送信）しません。

（３）定員超過等により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

Google フォーム（下記 URL 又はＱＲコード）又は参加申込書により、令和４年 11 月 25

日（金）までに本会にお申し込みください。

https://forms.gle/W27zHt82txXrAerE7

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）イベントは原則として JSPO「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、本

会に報告してください。

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽中止又は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告知となる場合があります）

（３）その他、感染防止のために本会及び開催市町村・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。

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



スポーツ庁国庫補助事業

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施

設のウェブサイト等でご確認ください。

（３）当日の様子を録画・録音できません。（本会の許可を得た場合を除く）

（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。

（５）報道や自治体広報等の取材が入る場合があります。

（６）弥彦総合文化会館の駐車場が満車の場合は、近くにある弥彦競輪場駐車場をご利用く

ださい。（無料）

（７）会場施設の利用にあたってのお願い

・会場内に自動販売機はありませんので、飲み物はご持参ください。

・会場及び敷地内はすべて禁煙です。

■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 弥彦村教育委員会 社会教育課 スポーツ協会担当 （担当：白井）

西蒲原郡弥彦村弥彦 2487-1 弥彦総合文化会館 TEL：0256-94-4311

（お問い合わせ先）

弥彦村教育委員会 教育課（担当：堀、星）TEL：0256-94-1021
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令和４年度地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業

「地域ミーティング」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

【FAX：025-287-8601】【メール：spo1@niigata-sports.or.jp】

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。

参加会場 □魚沼  □加茂  □上越  □弥彦

メールアドレス

ふりがな

氏  名

年  齢
□10 歳代 □20 歳代 □30 歳代 □40 歳代 □50 歳代

□60 歳代 □70 歳代以上

性  別 □男性  □女性  □その他（答えたくない）

自宅住所
〒

スポーツ団体名及

び役職等

※１、２

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：○○連盟理事、○○市スポーツ協会事務局、○○市スポーツ推進委員、○○市総合型地域スポー

ツクラブマネジャー、○○野球スポーツ少年団指導者など、スポーツ団体以外では○○市議会

議員、○○市スポーツ推進課係長、○○市教育委員会指導主事、○○中学校教諭、保護者など、

ご記入願います。

なお、団体に属していない場合や名簿への掲載を希望しない場合は未記入で結構です。

※２：配布する参加者名簿には、氏名、所属団体・役職等欄に記載された事項のみを掲載します。

※３：ご質問等は資料としての配布や意見交換で紹介する場合があります。（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。）

※４：参加にあたり主催者や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。

その他、詳細は開催要項を御覧ください。


