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新潟県内の社会人スポーツを応援します

新潟県社会人スポーツ推進協議会
Niigata Shspo Association

社スポ通信

日頃から、社会人スポーツの振興と優秀なスポーツ選手や指導者の県
内定着にご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
令和２年は、２月頃から新型コロナウイルス感染症が急激に拡大し、
世界中で大きな影響が生じています。感染された方々やご家族の皆様、
そして事業等に大きな影響を受けられた皆様には心よりお見舞いを申し
上げますとともに、一日も早い収束を日々願うばかりでございます。
当初、中断していたスポーツイベント等は徐々に再開されてきており
ますが、まだまだ予断を許さない状況にあります。このような状況下に
もかかわらず「社スポサポーター制度」協賛金への多大なるご協力をい
ただき、深く感謝申し上げます。誠にありがとうございます。
おかげ様で、令和２年度は６５の企業や団体の皆様から１６２万円と
いう多大なるご支援を賜り、感染症対策をとりながら計画した事業やイ
ベントを開催いたしております。本県へ就職を希望しスポーツを続ける
優秀な人材を定着させる事業として平成29年度から実施している「にい

協賛金
報 告
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がたアスリートキャリアフォーラム」「社会人スポーツ活性化セミ
ナー」は、新潟県のスポーツや企業を支える人材発掘の場であると考え
ております。おかげ様で企業の皆様のご理解により徐々に成果が表れて
おり、本県の将来のためにも、会員一丸となって続けてまいりたいと考
える所存でございます。
なお、令和２年度の総会の書面決議により、「社スポサポーター制
度」は令和３年度まで延長することが決定しております。今後も引き続
きご協力を賜りますよう、ご理解の程お願い申し上げます。

令和２年１２月吉日
新潟県社会人スポーツ推進協議会
会長 馬場 潤一郎

令和２年度も多大なるご支援をありがとうございました。
社スポサポーター制度（協賛金制度）はおかげ様で今期４期目となりました。
企業、団体、個人の皆様から１６２万円のご協力を賜りました。深く御礼を申し上げます。ありがとうございました。

◆令和２年度社スポサポーター制度 協賛金額と募集期間
クラス

№

金

額

ゴ ー ル ド
50,000円以上
ク ラ ス
シ ル バ ー 30,000円以上
ク ラ ス 50,000円未満
ブ ロ ン ズ 10,000円以上
ク ラ ス 30,000円未満

令和2年度実績
65件 1,620,000円

16件 920,000円
10件 300,000円
38件 400,000円

募 集 期 間

★今期４期目
平成29年度から
令和３年度*まで
（*右記参照）

◆特典
・協賛金賛同ステッカーの配布
・協議会webサイトに協賛団体名を掲載
・社スポ通信やポスター、イベント資料に掲載
・協議会や新潟県スポーツ協会イベントの先行案内
・ゴールドクラス協賛の場合、バックボードに掲示
＊令和2年度総会（書面決議）により令和3年度まで延長を承認

◆事業内容
参加者
募集中

にいがたアスリートキャリアフォーラム
企業アスリート合同交流イベント

２月16日（火）13:00～
会場：新潟グランドホテル

社会人スポーツ活性化セミナー

ON
LINE

＆ アスリートワークカフェ

アスリートと企業の皆さんが集い、情報
交換や交流を深め、県内定着を進めます。
【来場＆オンライン開催】

ON
LINE

社会人スポーツの活性化のために地
域でセミナー・交流の場を企画します。

協議会の広報・PR

SNS
mail

★お申込は社スポwebサイト（左下）へ

◆広告・ＰＲ【ＮＥＷ】

【社スポ】プロモーションムービーのお知らせ
多くの県内関係アスリートや企業様からのご協力により無事完成しました！
県内で活躍中のアスリートが多数出演！ご視聴は下記からどうぞ。
★社スポWebサイト（https://www.niigata-shaspo.jp/）
★YouTube公式チャンネル（「社スポ」で検索）
★「いいね」「チャンネル登録」お願いします！
拡散＆
share
大歓迎！

社スポ
Webサイト
QRコード

【社スポ】公式SNS開設しました
様々な話題を提供します！ぜひご覧ください！
★「いいね」「リツイート」「シェア」等お願いします！

Instagram

Instagram

インスタグラム

https://www.instagram.com/niigata.shaspo/

アカウント: niigata.shaspo

Twitter

ツイッター

https://twitter.com/niigata_shaspo

Twitter

アカウント： @niigata_shaspo

Facebook

フェイスブック

https://www.facebook.com/niigata.shaspo

アカウント： @niigata.shaspo

Facebook

スポーツ関連話題やスポーツに関わるイベント情報を掲載いたします。
お気軽にお寄せください！送付先： info@niigata-shaspo.jp
画像提供の社会人アスリートの皆様、企業の皆様、ご協力ありがとうございました。

※内容を確認の上掲載します。掲載できない場合はご容赦ください。

にいがたアスリートキャリアフォーラム2020＆オンライン
日時:11月11日（水）会場:じょいあす新潟会館

2020年
イ ベ ン ト
報
告

事例発表：「社会人アスリートが企業で果たす役割」
～オリパラと地域貢献による可能性～
講
師：株式会社登利平 代表取締役副社長 中村 哲也 様
所属アスリート
小渕 瑞樹 様

社会人スポーツ活性化セミナーin上越＆オンライン
アスリートワークカフェ 日時:９月９日（水）会場:謙信公武道館
講
講

師：株式会社マナーズ 谷内田 真理 様
演：「オンライン採用活動の検証」
～今どきの学生の就活意識とスポーツ選手の可能性～
講
師：株式会社サンカクワークス 代表取締役 岩田 徹 様
事例発表：「海洋高校相撲部 活躍の原動力」
講
師： 新潟県相撲連盟 理事長 田海 哲也 様

「競技力向上以上に人間力を高める」
「仕事のモチベーションや集中力が高く、
一般社員以上に仕事を任せている」
「頑張る姿に社員の士気が上がっている」
中村さん発表 抜粋 （写真下）

オンライン参加選手の自己アピールの様子、上
越ケーブルテレビジョンさんの取材もあり、感染症
の三密回避の中にありつつも、社会人スポーツ活
性化の機運に湧き、参加者との一体感を感じさせ
る１日でした。

「 優 勝 イン タ ビ ュー の
時にこそ、感謝の気持
ちを、日頃お世話にな
る多くの方に伝えられ
る！勝つことが大切」。
と小渕さん（写真右）

熱心に情報交換する企業の皆
さん、（写真左） 活躍する人材の
要素「自己認識、セルフモチ
ベート、当たり前基準（の高さ）」
とアスリートのポテンシャルを熱く
語る講師の岩田さん（写真右）

【フォーラム・セミナー参加企業募集】「社スポ」のフォーラム・セミナーは「無料」、採用に役立つ内容も満載、就職を希望する学生や社会人との交流ができます！

【人材を募集中の企業様へ】 スポーツ選手採用FAQ

～過去の事例より～

Q：スポーツ選手は規定の時間で勤務できる？

Q：活動費って必要ですか？

A：はい。会社の規定の勤務が可能なケースが大半
です。世界選手権レベルは必要な場合があります。

A：あればありがたいです。選手は「恩返し」の意識が
強く、支援により仕事の動機付けになります。
競技によりますが、可能な範囲からで構いません。

イベント参加と雇用実績データ

参加学生・転職希望者

名

コーディネーターにご相談ください。

参加学生大学数

Q：スポーツ選手を採用するといいことある？
A：はい。社内にプラス効果・活力等をもたらします。
自分を追い込む、チームワークで仕事を乗り切る、
モチベーションが高い等、、士気が上がるといわれ
ています。また国体選手には企業名がメディアに
出ます！他にはスポーツを応援する社内イメージ
が次の採用活動に好影響を与えます！

Q：スポーツ選手って競技引退後辞めない？

校

A：大半の選手が、引退後も会社で貢献することを
希望しています。コーディネーターも就業後の
サポートを行っています。フル活用ください！

参加企業数

入社後面談を随時実施しています。

社
Q：フォーラム参加しても採用できないかも。

Q：スポーツ選手のビジネススキルってあるの？

A：かまいません。まずは選手と交流していただき
社会の先輩として話すだけでも選手には大切な
学びの場です。気軽で構いません。
また貴社名アピールのためのご参加も大歓迎！
参加選手も一人の就活生・求職者です！

A：選手個人の素養によります。ただ競技で培った
忍耐力・継続力・協調性等「高いヒューマンスキル」
が特徴です。
フォーラム参加選手には国立大・六大学学生も。公務員試験に
合格する選手もいます。

県内企業雇用実績 *

名

* 平成27年度～令和2年12月まで 内定数含む

にいがたアスリートキャリアフォーラムにお申込みを！

～令和２年度にご協賛いただいた企業・団体の皆様～

株式会社本間組

一般社団法人新潟県サッカー協会

新潟総合警備保障株式会社

星野電気株式会社

株式会社福田組

株式会社ダッシュ

ご協力ありがとうございます

株式会社新潟日報社

NSGグループ

株式会社加賀田組

株式会社ハードオフコーポレーション

有限会社さくら電気

株式会社セキノワークス

セコム上信越株式会社

東北電力株式会社新潟支店

株式会社エフエムラジオ新潟

北陸ガス株式会社
株式会社バイタルネット
株式会社新潟放送
新潟冷蔵株式会社
株式会社丸新
株式会社エヌエスアイ
株式会社イタリア軒
公益財団法人新潟県スキー連盟
新潟県レスリング協会
一般財団法人新潟県バスケットボール協会
本間技建株式会社
本間道路株式会社
以上
株式会社大光銀行
株式会社テレビ新潟放送網
株式会社NST新潟総合テレビ
株式会社新潟テレビ21
日本精機株式会社
株式会社重川材木店 岩塚製菓株式会社
ワタナベグループ 株式会社山﨑建設
近藤與助工業株式会社
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社新潟セールスセンター
株式会社リンコーコーポレーション 株式会社植木組
新生ビルテクノ株式会社新潟支店 株式会社シアンス
新潟運輸株式会社
丸運建設株式会社
シマト工業株式会社
アクシアルリテイリング株式会社
株式会社村尾技建
株式会社新工建設工業
株式会社ことりや
株式会社サンテラ 五泉市 魚沼市 カンタベリーショップラブラ万代店
新潟県ソフトテニス連盟
新潟県アイスホッケー連盟
新潟県テニス協会
新潟県カヌー協会
新潟県弓道連盟
新潟県体操協会
新潟県ラグビーフットボール協会
新潟県バレーボール協会
新潟県柔道連盟
一般社団法人新潟県野球連盟
一般財団法人新潟陸上競技協会
*令和２年12月1日現在（順不同・敬称略）

新潟県社会人スポーツ推進協議会

事務局 公益財団法人新潟県スポーツ協会内

◆企業で頑張っている
スポーツ選手の情報をお待ちしています。

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 Email info@niigata-shaspo.jp

社スポ

検索

新潟県社会人スポーツ推進協議会 通信 第10号

