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新潟県社会人スポーツ推進協議会 総会開催
活発な議論が展開 講演会も盛況！
7月5日（火）新潟市中央区の学生総合プラザＳＴＥＰにおいて、新
潟県社会人スポーツ推進協議会総会、講演会、懇親会を開催しました。
今回は70余名の各団体の皆様が参加されました。
総会では、県教育委員会池田幸博教育長から、「本県のスポーツ振
興には優秀な選手・指導者が定着し活躍できる環境整備の重要性、企
業・団体、県民の協力の必要性、そして、厳しい経済状況の中での選
手の活躍による地域の活性化など、本協議会の社会人スポーツ強化や
雇用支援を通じ、世界で活躍する選手の育成につなげたい」との挨拶
がありました。

その後、本間達郎幹事長（株式会社本間組 代表取締役社長）が議長となり、事務局から協議会役員紹介、
第70回国民体育大会及び第71回国民体育大会冬季大会の成績結果報告、平成27年度事業報告及び収支決算並
びに平成28年度事業計画及び収支予算などについて説明し、審議の結果、いずれも承認されました。
また、6月に実施した「事業の充実に向けた財源確保等に関する調査」及び「優秀なスポーツ選手や指導
者の雇用に関する調査」のアンケートの結果について報告があり、財源については年会費と協賛金又は協賛
金のみで運営するところに回答が多かったこと、これら意見を踏まえ幹事会において方向性を検討し、改め
て総会へ図ることとしました。（※次ページにアンケートの報告の一部を抜粋し掲載しました。）

講演会

総会終了後、講演会を開催
演題：「『人財』が企業と地域の未来を創る」 ～人財採用を成功させる為のキーポイント～
講師：株式会社カケハシスカイソリューションズ
ヒューマンリレーション部執行役員 岩田 徹 氏
延べ500社のコンサルティング歴の豊富な実績を有する岩田徹氏を講師に迎え、人
財採用の成功の秘訣からスポーツ選手の雇用などについてご講演をいただきました。
軽妙なお話ぶりと説得力のある内容が大好評でした。内容の一部をご紹介します。
【会社の成長を左右する採用活動】
経営資源と言われる「ヒト・モノ・カネ・情報」
⇒会社の成長や発展は、どんな人財を採用するかで大きく左右。
⇒何を目的に人財を採用するのか → 会社を伸ばすため！
※採用単価（1人当たりの採用コスト）≒＠50万円と言われる中、業績の差は採用コストとは
比較にならない位大きい。優秀な人材を採用することで、採用コストは十分取り戻せる！

講師 岩田徹氏

【採用成功のキーポイント】

【現代社会の優秀な人材の要件】
要件

具体的な要素・能力

キーポイント

実例もしくは方法

マーケティング力

①客観的な視点 ②論理的思考能力
③数値等の結果を分析し応用する能力

①ターゲットの設定

自社で活躍する人材像の設定と心理分析

推

進

力

①実行/行動力 ②業務を推進する能力
③時代やニーズの変化に適応する能力

②採用コンセプトの設定

ターゲットの心を惹きつけるコンセプト
の設定

社

会

性

①社会貢献欲 ②地域貢献欲
③帰属欲求

③リクルーターの育成

社員から選出し、採用活動に携わらせて
成長を促す

【スポーツ選手雇用について】
★スポーツ選手雇用のメリット

★スポーツ選手が保持するスキル

体育会組織及びスポーツ
経験から得られる基礎力を
保持している可能性が高い！

「目標達成」「決断・判断」「ストレス耐性」
「コミュニケーション」「リーダーシップ」
「組織適応」「マネジメント」「ネットワーク」等

この他にも多くのキーポイントをお話しいただきました。ありがとうございました。
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参考

アンケート結果

平成27年度総会で『事業の充実』及び『新たな財源確保』について今後の方向性を検討することが決定しました。
これを踏まえ、事務局で会員の皆様にアンケートを実施し集計しましたので、その抜粋を報告いたします。

【事業の充実に向けた財源確保等に関する調査】
※回答数 アンケート配布数138に対し、有効回答57（全体の41％相当）
②財源確保の方法について

①充実していくべき事業の内容について
（今後の取組）※複数回答可
その他3%

定期的な
情報発信24%
優秀選手
指導者の
確保定着
49%

企業・クラブ
チーム選手
支援24%

③年会費の金額について

10,000円
48%

その他
12%

その他5%

年会費無し
協賛金
導入48%

年会費制
導入11%
年会費制と
協賛金を導
入36%

⑤「②」に示した事業を展開する場合、所属する組織で協力
できることがあればどのようなことですか。（自由回答）
30,000円
24%
50,000円
16%

※③で「年会費制を導入する」「年会費制を導入し
協賛金も募る」と回答した方のみ④に回答。

社内報もしくは広報紙、HP等への掲載。
企業のスポーツ推進についての施策を展開。
説明会の案内・告知+就職説明会会場提供。
大会運営（開催）時の球場使用料の減免運動。
庁舎へのチラシ設置等。
県外出身（優秀）選手の本県への移籍勧誘。
選手定着の為の環境基盤の整備。等
（一部抜粋）

【優秀なスポーツ選手や指導者の雇用に関する調査】
※回答数 アンケート配布数76に対し、有効回答22（全体の29％相当）
①オリンピックや国際大会の活躍が期待できる
選手・指導者の雇用意向

未定 50%

今後検討し
たい 18%

雇用したい
18%
雇用したい
と思わない
14%

③優秀なスポーツ選手や指導者の
雇用の場合の課題

勤務時間調
整 32%

他の社員の
業務負担
9%
その他 4%

活動費 32%
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特にない
23%

②国体や全国大会の入賞が期待できる
選手・指導者の雇用意向

未定 44%

今後検討し
たい 26%

雇用したい
17%

雇用したいと
思わない
13%

※①、②の回答理由
●雇用したい、検討したい
・高校・大学を運営、種目によりメリットがある。
・企業姿勢のPR強化、社員の帰属意識の向上。
・企業の部署の能力向上に有用なため。
・当社の雇用条件が合致した場合は検討。
・通常の業務を行う事を条件に本人が希望すれば雇用したい。
・新潟県のスポーツ発展に寄与したい。
●雇用したくない
・オリンピックレベルの選手の雇用経験がないため。
・既存の社内部活動と支援内容で格差をつけたくない。
・事業内容を踏まえると雇用は厳しい。
（一部抜粋）

アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。
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幹事会

第2回幹事会が開催されました。

8月4日（木）、新潟市中央区のデンカビッグスワンスタ
ジアムにおいて、第2回幹事会が開催されました。
本間幹事長をはじめ、役員が出席、今年6月に実施した
「事業の充実に向けた財源確保等のアンケート」等の回答
結果の報告と今後の事業の充実に向けた本協議会の対応に
ついて協議しました。

応援！

フレ～フレ～！ に・い・が・た‼

※新潟県社会人スポーツ推進協議会で支援している 社会人スポーツチームやクラブチームを
毎回ご紹介いたします。

【北陸ガス株式会社 軟式野球部】
【クラブ 紹介】

【新潟アイスホッケークラブ】
【クラブ 紹介】

クラブ員数

選手 24名 監督 1名、コーチ 2名

計27名

年 代 層

19歳～35歳 20歳代中心

活動拠点

新潟市中央区内

練習時間

週6回 （2.5時間程度/回）

所属部署等

お客さまへ都市ガスを供給する設備の維持管理を
担当する供給部門の社員やガス機器の提案・販売
を行う営業部門の社員などが所属しています。

【現在の目標】
全国大会（国体、天皇賜杯など）での
上位進出が目標です！

【監督さんから一言！】
『泣けるだけやる』をチームスローガンに、日々練習を
行っています。野球ができる環境を与えて頂いてること
に感謝し、応援してくださる会社の皆様に勝利で恩返し
をします。

※北陸ガス軟式野球部の皆さんです。
淡いブルーのユニフォーム姿が決まってますね！（編集部より）

クラブ員数

トップチーム13名、ＫＩＤｚ 24名、シニア5名
代表理事 1名、理事 3名
計46名

年 代 層

トップチーム 27歳～45歳、ＫＩＤｚ 5歳～12歳
シニア 46歳～57歳

活動拠点

新潟アサヒアレックスアイスアリーナ
（新潟市中央区鐘木）

全体練習
時
間

トップチーム 週1～2回 （1～1.5時間/回）
ＫＩＤｚ
週1回 （1～1.5時間/回）
シニア
週1回 （1時間/回）

所属企業等

会社員、教員、団体職員など

【現在の目標】
①国体ブロック予選の突破と本国体ベスト8以上。
②主要地方大会（中部日本大会、J-Ice central等）での優勝。

【監督さんから一言！】
県内で最も歴史のあるアイスホッケーチームで、歴代の県代表選
手（国体選手）を輩出してきました。
2014年10月からジュニアチーム「ＫＩＤｚ」が活動を開始し、幼児か
ら大人まで、初心者から国体選手級までが幅広く所属する多世代・
多志向型のアイスホッケークラブです。

※2016年2月中部日本大会準優勝！
皆さんの笑顔が輝いています！（編集部より）

熱いご声援をよろしくお願いいたします！
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トピックス

勇気と感動 ～リオ五輪～
水球男子代表ブルボンKZの4選手 来訪！
8月22日、リオデジャネイロオリンピック水球競技に出場された、
ブルボンウォーターポロクラブ柏崎所属の志水祐介選手、棚村克行選
手、筈井翔太選手、保田賢也選手がリオ五輪報告のため、県体協を訪問
されました。

※左より、棚村選手、筈井選手、県体協茂木常務理
事、志水選手、保田選手です。今後も注目しましょう！

県体協NEWS

選手の皆さんは「試合をする前に感じ
ていた世界との力の差は大きくないという
手応えを感じたこと」とのこと。
これまでのご支援・ご声援への感謝と、
今後も柏崎の水球を盛り上げていく決意な
どを述べられました。今後の更なるご活躍
を期待しましょう！
水球・水泳競技に出場の全選手のサイン
入りの大皿と４選手のサイン入りのカップ

第71回国民体育大会
新潟県 男女総合成績17位に躍進！

第71回国民体育大会本大会「希望郷いわて国体」が10月1日～10月11日に岩手県内で開催されました。
新潟県は天皇杯（男女総合）17位、皇后杯（女子）19位と素晴らしい成績を収めました！

71国体出場選手のうち、当協議会会員で民間企業の出場選手数：7企業 計35名
★選手・スタッフの皆様、本当にお疲れさまでした！

会員企業・大学関係者・競技団体の皆様へ
コーディネーター訪問へのご協力をお願いします。

お願い

会員企業様へ、スポーツ選手等の雇用支援の取り組みについてご説明するため企業訪問活
動を行っています。また、競技団体の皆様へは合宿や練習の激励、大学関係者の皆様へは優
秀なスポーツ選手の情報収集等について、それぞれお話を伺っております。
ご多用のところ恐縮ですが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
コーディネーター 徳永

新潟県社会人スポーツ推進協議会について
新潟県社会人スポーツ推進協議会とは、本県の社
会人スポーツ振興に寄与することを目的として、新
潟県社会人スポーツ推進企業等の認定や強化支援事
業、優秀選手の確保などに取り組んでいます。
※会員数：142団体。（平成28年7月段階）
民間企業73、競技団体41、県・市町村・団体等で
構成されています。
※新規会員の入会受付も行っております。

編集後記
リオ五輪が終わって久しいですね。日々、ニュースや新聞
等で2020年の東京五輪の様々な話題が続く中、カウントダウ
ンが始まっていて、あっという間に4年迎えるのではないかと
思えます。
さて、岩手県で行われた第71回国民体育大会で県選手団は、
男女総合成績で昨年の39位から17位に
大きく躍進しました。
ぜひこの『新潟』パワーを五輪へつなげ
たいと思います。『ガンバ！新潟！』
今後もスポーツ選手へのご理解と更なる
ご支援をお願いいたします。

社スポ通信第2号をお読みいただき、ありがとうございました。ご意見、ご感想をお寄せください。お待ちしております！
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