～新潟県内の社会人スポーツを応援します！～
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新潟で活躍＆就職したい！ アスリートと企業が集結！
「にいがたアスリートキャリアフォーラム2018＆2019」を開催！
2018年11月と2019年2月に開催したにいがたアスリートキャリアフォーラム。「企業とアスリートの合同イベン
ト」として認知されつつあるイベントになってまいりました。この２回の様子を紹介いたします。

にいがたアスリートキャリアフォーラム2018

にいがた
アスリート
キャリア
フォーラム
２０１８

日時：11月7日（木） 13時30分～

講演「アスリート雇用が
企業を変える」

◆会社のPRに大きく貢献
採用活動を含めPRを期待。10数年ぶり
に新卒の女子の土木社員が入社した。

内田 眞 様
内田建設株式会社 代表取締役
JOCのアスリート就職
支援「アスナビ」説明会
を通じて陸上三段跳び
の森本選手を採用、社
内外に多くの効果を得
内田 眞 様
たと実感する、内田社
長から、採用に至る経緯、活動支援につ
いてお話いただきました。

講演「アスリートでも
仕事でも成功する」
森本 麻里子 様
内田建設株式会社
陸上競技三段跳び
ボブスレー競技
東京五輪を目指す
森本 麻里子 様
森本さん、仕事との
両立の様子をお話くださいました。

にいがたアスリートキャリアフォーラム2019

にいがた
アスリート
キャリア
フォーラム
２０１９

会場：学生総合プラザＳＴＥＰ

◆社内活性化・健康への意識がUP
午前中出社する森本さんから運動の仕 ◆セカンドキャリアをどうするか
方や食事などアドバイスをしてもらうことで、 ドイツ留学の時「自分でこれだ！というも
社員も実際に健康面で変化が見られた。 のをみつけて来い」と伝えている。社業に
とらわれず経験を活かしてほしい。
◆社内の一体感
社員旅行を大会応援を兼ねて実施。お ◆新潟県とのご縁
株式会社星野リゾート 山口 美咲 様
揃いのTシャツ・タオルを用意。社員も楽 内田様は新潟県のご出身、偶然でした
しみにしている。社内外でこの輪を広げて がご縁に感謝です。県内企業さんに多く
でもっと応援したい。
の希望を与えてくださいました。（T）

◆応援される選手になる
①相手の名前を呼んで挨拶する。
自分から積極的に。
②笑顔を忘れない。
３秒で第一印象が決まる。

色々な方々とのお付き合い。
②社会人としての自覚
会社の名前を背負うこと。
③学生と社会人との違い
練習や競技への覚悟が大事。

◆社会で貢献
社員との接点づくり、地域のオリパラ活
動・陸上教室で地域貢献を行っている。

◆人間力の高さ
仕事と両立しながら頑張る森本さん
ですが、電話対応や事務作業もなさって
います。社員の皆様の応援を背に頑張
る森本さんの東京五輪出場を新潟から
応援しています！ （T）

◆人間力なしでは競技力なし
①企業での人との繋がり

日時：2月21日（木） 13時30分～

講演「スポーツからの
学びを社会で活かす」
山口 美咲 様
株式会社星野リゾート
北京・リオ五輪競泳日本女子代表

山口 美咲 様

トークセッション「アスリートが
新潟でもっと活躍する」
【出演者】
山口美咲 様 （株）星野リゾート
本間達郎 様
（株）本間組代表取締役社長
村尾治祐 様
（株）村尾技建代表取締役社長
金田風花 様
高野不動産（株）ソフトボール選手
【進行役】：中島 郁雄
社会人スポーツ推進協議会事務局長

◆足立区から世界へ
日本記録を出すもまだ五輪に届かない。
記録を出すための支援（栄養やメンタル
等）を継続していくことが大切。

会場：ホテルイタリア軒

リオ五輪の直前に星野リゾートを自ら発
見し、決断力と行動力で引退後、入社
を果たし、ご自身のご経験に基づいた貴
重なお話をご披露いただきました。

◆アスリートは体力・メンタル・達成志向
企業に入って競技を続ける事を大きな
覚悟をもって臨んでいる。アスリートの持
つ能力を評価してほしい。パワーがあり
負けず嫌い、目標達成能力は高い。

◆どんな自分になりたいか
自分が思い通りにいかない時に色々と
考えた事で成長できた。「自分に打ち勝
つ力」「自己管理能力」「計画」「自己他
己分析」等を通じて乗り越えてきた。
企業に入ってどうなりたいか、受け身で
なく自分で考えてほしい。
自分の人生なのですから！

◆新潟が大好き
日本新記録を樹立したのが第64回新
潟国体での長岡市内のプール。明るく
ポジティブなお話ぶりが会場の皆さんを
魅了し、アスリートにもアドバイスを沢山
頂きました。 （T）

言等の発表がありました。
各社の取組事例を熱心に聞きながら
メモを取るご様子に、企業の皆様の採
用取組が期待されます。
なお、本間組採用アスリートの平野良
樹さんも参加され、アドバイスする微笑
ましい様子が見られました。

【※提言を抜粋】
本間社長：「競技活動が優先されること
から、社業の習熟度に遅れる可能性が
あるが理解して採用している。大切なこ
とは、競技も仕事も誠実さ、信頼が大切。
一生懸命な姿は、社員に感動、応援し
アスリートを採用する企業2社、山口様、 たい気持ちを生み出すことに繋がる」
採用されたアスリートによるトークセッショ
ンでは、採用の経緯や社内の取組、選
村尾社長：「選手の所属する企業が連
手の業務や競技の紹介、参加者との質
携して個人の支援の他にチームへの支
疑応答、最後に課題の解決について提

援が出きればチーム力の向上が期待で
きる、ご協力を頂きたい」
金田さん：「スポーツに理解のある企業
の存在は新潟での選手数の増加、モチ
ベーション、成績のアップに繋がる、ぜ
ひ新潟の企業に就職し、楽しく競技を
続けてほしいです。」

山口 美咲 様

村尾 治祐 様

本間 達郎 様

金田 風花 様

にいがたアスリートキャリアフォーラムにご参加いただいた講師の皆様、企業・団体の皆様、アスリートの皆様、ありがとうございました！

セミナー
報告

社会人スポーツ活性化セミナーin上越

会場：ワークパル上越

アスリートと企業・団体の皆様が参加、講演、事例発表、交流会を行い、アスリートの雇用支援の重要性について
認識を深めていただきました。

講演「アスリートの企業貢献能力とその可能性」
講師 一般社団法人アスリートデュアルキャリア推進機構
奥村 武博 様（公認会計士 元阪神タイガース投手）
プロ野球選手を引退後、様々なキャリアを経て見事公認会
計士への転身、アスリート引退後のキャリア支援団体を発足、
普及啓発に活躍されています。ご自身の経験談と共にアス
リートの能力と可能性について語っていただきました。
◆スポーツを通じて培われる能力
数字の感性、タイムマネジメント力、危機管理能力、洞察力等
◆トライ＆エラー
スポーツとビジネスは本質的に同じ、トライ＆エラーを繰り返し、
成長することが必要。
◆可能性
自分自身が可能性を閉ざさなければ道は開ける。

奥村 武博 様

アスリート
雇用分析

日時：9月5日（水） 13時30分～

事例発表「社会人アスリートとして活躍するために」
株式会社村尾技建上越支店長 長谷川幸雄 様
アイスホッケー競技選手 樋口 智哉 様

右：長谷川幸雄 様
左：樋口智哉 様

アスリート等雇用実績の推移

メディア
掲載

～にいがたアスリートキャリアフォーラムとの関連性について～
下の雇用内定数 推移によると、アスリートの新潟県内企業への
就職が少しずつ伸びているようですね！会員企業・団体の皆様から
ご協力頂いている「社スポサポーター制度（協賛金）」による成果
が形となったのでしょうか？
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社スポ関連内定
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＊年次：西暦標記（上段）は内定決定者の入社時期
平成（年度）標記（下段）は内定決定時期

◆2018年12月14日（金）
新潟日報 「アスリート雇用支援広がる」

株式会社エヌエスアイ
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◆2019年度 第3期 社スポサポーター
協賛金お手続きのご案内

東京五輪まで１年、社スポサポーター制度も
第3期を迎えます。ゴールド、シルバー、ブロンズ各クラスの皆様
には、ご案内と振込用紙をお送りいたしますので、引き続きお手
続きをお願い申し上げます。 ～ご協力ありがとうございます～

【次回予告】
フォーラム 11月・２月
セミナー７月の予定です。
アスリートと気軽に
お話ししてみませんか。

◆情報をお寄せください！
社会人スポーツに関する話題や
チーム紹介など。何でもお待ちしています！
社スポ ホームページ

社スポサポーター事業スタート

～ご協賛いただいた企業・団体の皆様～

北陸ガス株式会社

アイスホッケー競技の樋口智哉選手（㈱村尾技建）の様子
や新潟県社会人スポーツ推進協議会の雇用支援の仕組みを
詳細にご紹介いただいています。
ご協力ありがとうございました。

はいっ！社スポサポーター事業がスタートし社スポ
関連の内定数が伸びました。喜ばしいことです。
アスリートは直接企業の方々とお話し、アピールが
できるのでイメージをもっていただきやすいですね。
今後もフォーラムやセミナーへの参加アスリートを
もっと増やすため、リーフレットの作成や大学へのPR
など、新たな取り組みを積極的にすすめて参ります。

合計

◆2018年9月7日（金）
日本経済新聞（新潟版）
「アスリート採用広がる」

フェンシング競技の古俣詩織選手（㈱本間組）やソフトボール
競技の金田風花選手（高野不動産㈱）の仕事や競技の様子
が紹介されています。

2019

2016 2017 2018 2019
(H27) (H28) (H29) (H30)

【長谷川支店長】
同業種の企業所属アスリートの雇用検討がきっかけ。
樋口さんは上越での勤務を希望し、面接を経て採用。
採用により、社員のアイスホッケー国体への関心や健康
面の意識も向上した。今後は、競技だけでなく、社員として
も中心的存在になってほしい。
【樋口選手】
通常は業務中心、週末新潟市内での合同練習や平日夜
の所属チームでの練習・指導と業務を両立している。「アイ
スホッケーを出来るだけ続けたい、そして、甘えることなく、
応援いただける環境を作っていきたいと考えている。

株式会社バイタルネット

ご協力ありがとうございます。

株式会社新潟放送

公益財団法人新潟県スキー連盟

新潟県レスリング協会

株式会社丸新

新潟冷蔵株式会社

本間技建株式会社

本間道路株式会社

株式会社大光銀行
株式会社テレビ新潟放送網
新潟県アイスホッケー連盟
株式会社新潟総合テレビ
新潟県テニス協会
株式会社新潟テレビ２１ 新潟県カヌー協会
日本精機株式会社
株式会社重川材木店 近藤與助工業株式会社 株式会社植木組
東日本旅客鉄道株式会社新潟支社
新生ビルテクノ株式会社新潟支店 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社東日本営業本部新潟支社
株式会社リンコーコーポレーション
岩塚製菓株式会社
ワタナベグループ
株式会社山﨑建設
ミズノ株式会社関越支社
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
株式会社村尾技建
株式会社新工建設工業
アクシアルリテイリング株式会社
株式会社サンテラ
カンタベリーショップラブラ万代店
五泉市
新潟県ソフトテニス連盟
新潟県体操協会
新潟県バレーボール協会
一般財団法人新潟県バスケットボール協会
一般社団法人新潟県野球連盟
新潟県ラグビーフットボール協会
新潟県弓道連盟
新潟県柔道連盟
* 平成31年3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
◆情報をお寄せください！◆ 記事のご感想、ご要望
企業で頑張るスポーツ選手や活躍選手 等

社スポ

検索

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
ご協力ありがとうございます。
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7号

