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新潟県内の社会人スポーツを応援します

社スポ通信

新潟県社会人スポーツ推進協議会
Niigata Shspo Association
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令和２年度第２回幹事会を開催いたしました

３月１５日（月）新潟市中央区の新潟テル
サにて第２回幹事会を開催いたしました。
新型コロナウイルス感染症対策を施した中
での開催といたしました。ご出席いただいた
役員の皆様に深く感謝申し上げます。
協賛金の募集状況及び事業、スポーツ事業
継続支援補助金についての報告のあと、協議
事項として来年度の事業計画及び予算、今後
の協賛金事業について意見交換を行い、協議
事項は承認されました。

Thanks

「社スポサポーター事業（協賛金事業）」は
令和３年度までの期間となっており、令和４
年度以降の事業について、幹事長から「継続
してはどうか」と提言があり、皆様から実績
への評価や継続を希望する意見、新たな事業
として再募集等のご意見がありました。
今後、幹事会、総会にて案をお示しし、審
議を進めることとなります。最後にスライド
にてオンライン開催の事業の様子ご紹介いた
しました。

令和２年度の社スポサポーター制度へのご協賛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）は令和２年度は63の企業、団体、個人の皆様から160万円のご協賛を頂戴しました。多大
なるご支援に深く感謝申し上げます。おかげ様で無事事業を実施することができました。今後ともご協力の程お願い申し上げます。

◆協賛金クラスと令和２年度について
クラス
ゴールドクラス
シルバークラス
ブロンズクラス

金

額

50,000円以上
30,000円以上
50,000円未満
10,000円以上
30,000円未満

◆特典

令和２年度実績

63件 1,600,000円
15件 870,000円
12件 360,000円
36件 370,000円

社スポ

会員
・協賛金賛同ステッカーの配布
募集中
・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、イベント資料等に掲載
・協議会や新潟県スポーツ協会のイベントの先行案内
・ゴールドクラスはバックボードにてイベント時掲示
＊事業報告や実績は裏面をご覧ください。

◆事業内容
県内就職希望アスリートとの交流イベント

県内就職希望アスリート参加＆交流

協議会や事業

にい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

広報・PR活動

アスリートと企業が一堂に会し、交流を深めるイベントです。
オンラインでも開催しており、遠方でも参加可！参加アスリー
トには交通費補助を行っています。
参加企業
アスリート
募集中！

ONLINE参加可
【予告】 8月24日(火）会場：新潟市内（予定）

スポーツ選手雇用を通じて社会人スポーツの活
性化を目指します。フォーラム同様、交流の場も
あります。アスリートのキャリア支援セミナー（アス
リートワークカフェ）も同時開催。

ポスター、社スポ通信、webサイト、
SNS他媒体で活動をPRしています。
web

参加企業・アスリート募集中

WEB
SNS
社スポ通信

ONLINE参加可

社スポ
プロモ
movie

【予告】６月22日(火）13:30～
会場：長岡市さいわいプラザ

～令和２年度にご協賛いただいた企業・団体の皆様～ ご協力ありがとうございます

株式会社本間組

新潟総合警備保障株式会社

星野電気株式会社

一般社団法人新潟県サッカー協会

株式会社福田組

株式会社ダッシュ

株式会社新潟日報社

株式会社加賀田組

有限会社さくら電気

NSGグループ

東北電力株式会社新潟支店

株式会社セキノワークス

セコム上信越株式会社

株式会社ハードオフコーポレーション

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
株式会社越配
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３年３月1日現在（順不同・敬称略）

EventReport

オンラインによる「にいがたアスリートキャリアフォーラム2021」

２月１６日（火）に、にいがたアスリートキャリア
フォーラム2021＆オンラインを開催しました。
新型コロナウイルス緊急事態宣言を受け参加者全て
がオンライン参加による開催、事例発表講師は三条市
から、アスリートは東京・神奈川・宮城・北海道の全
国各地から、参加企業は自社オフィスからアクセス、
これまでに無い新たな開催の形を実現させました。
ポイントは、アスリートと企業の交流！Zoomのブレイ
クアウトルーム機能を活用し、アスリートとの対話を
重視したプログラム、おかげ様でじっくり話ができた
と好評でした。今後も新型コロナウイルスの収束を願
いつつ、協賛金を大切に活用しながら事業を進めてま
いります！

Report 企業採用
令和２年度のスポーツ選手等の雇用実績*は５名です。うち１名がフォーラム等の
イベントで出会った企業に就職が決定しました。今後も企業、競技団体、皆様のご
協力をお願いいたします。

イベント参加と雇用実績データ

参加学生・転職希望者

スポーツ選手等雇用実績推移
フォーラムがきっかけ その他全般

名

6名

1名
（4名）
（1名）

参加学生大学数

6名
1名

3名

0名

4名

3名

H27

H28

H29

H30

R1

１名

４名

４名

６名

９名

R2
５名

校
参加企業数

* スポーツ選手等雇用実績：コーディネーターによる雇用支援や社スポの事業で企業に採用された選手等の実績

社

【企業採用選手紹介】
平尾律弥選手（バスケットボール）
株式会社越配 令和2年8月入社

佐伯雄太郎選手（カヌースラローム）
パール金属株式会社 令和3年4月入社予定

県内企業雇用実績 *

名
* 平成27年度～令和3年3月まで 内定数含む

令和３年度 社スポサポーター協賛金お手続きのお願い

Information

社スポサポーター制度は第５期を迎えます。
会員の皆様には事業へのご支援に深く感謝申し上げます。引き
続きご協力の程お願い申し上げます。

令和３年度 行事予定
◆ 総 会 ６月３日（木）14：30～
◆ 講演会 ６月３日（木）16：00～
会場：ホテルグローバルビュー新潟（新潟市中央区）

社会人スポーツ推進企業に認定いたしました。
ありがとうございました。
株式会社ホイッスルスポーツ 代表取締役 瀧澤 勝浩 様
藤田金屬株式会社
代表取締役社長 今井 幹太 様

◆ にいがたアスリートキャリアフォーラム
第１回： ８月２４日（火）会場：新潟市内
第２回：１１月１０日（水）会場：新潟市内
第３回： ２月１５日（火）会場：新潟市内

社スポバナー作成しました！

◆ 社会人スポーツ活性化セミナーin 長岡
アスリートワークカフェ
６月２２日（火）13：30～ 長岡市さいわいプラザ
皆様のご参加をお待ちしています。よろしくお願いいたします。

新潟県社会人スポーツ推進協議会
◆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。

新規会員募集中 入会無料

新規入会企業のご案内

社スポ

検索

皆様のwebサイトへの掲載を
お願いいたします。

事務局 公益財団法人新潟県スポーツ協会内
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
新潟県社会人スポーツ推進協議会 通信 第11号

