2019 年度
公益財団法人静岡県体育協会
事業計画書

2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月 31 日まで

公益財団法人静岡県体育協会

2019 年度公益財団法人静岡県体育協会
＜活動方針並びに事業大綱＞
明るい県民生活の確立と伸び行く郷土の建設は、県民の健康と生活環境の整備が重
要である。
本会は、組織の充実と体質の強化を図ると共に更なる飛躍を期し、県民の活力と健
康づくりの実現に向け、県と協力し諸活動を遂行する。
競技スポーツ分野においては、有資格指導者の養成とスキルアップの促進、ジュニ
ア選手の発掘と育成、国体での競技得点獲得のための選手の確保と強化策を中心に躍
進を図る。
生涯スポーツ分野においては、市町体育協会を主体として県内全市町で実施する
「しずおかスポーツフェスティバル」を中心とした活動を展開することで、県民一人
ひとりの生活の中にスポーツの浸透を図る。また、指導者不足への対応や指導内容の
充実のため、地域人材を有効活用して指導者を紹介できる「スポーツ人材バンク」を
活用し、地域スポーツの振興を図る。そのために、スポーツ指導者組織を確立する。
さらに、それらの活動拠点となるスポーツ施設の指定管理者として、安全で充実し
た管理運営を実践すると共に、積極的な利活用の促進を図る。

【重点目標】
１
２
３
４

国民体育大会における天皇杯１桁順位
2020 東京オリンピック･パラリンピック本県関係選手
スポーツ指導者組織の確立と指導者の養成
草薙総合運動場の指定管理奪還

目標 50 人以上出場

（重点事業）
１
２

企業と行政が一体となったスポーツ振興策の検討、実施
ジュニアスポーツクラブの構築と活性化による、ジュニア選手の発掘と育成、強
化

３
４
５
６
７

しずおかスポーツフェスティバルの充実
「スポーツ人材バンク」の活用促進
スポーツ指導者の育成とスキルアップ促進
静岡県武道館および静岡県立水泳場の利活用促進
草薙総合運動場の指定管理奪還に向けた委員会設置

委員会事業の要点
Ⅰ

表彰委員会

（１）叙勲・文部科学大臣表彰・県知事表彰候補者及び体育章贈与者の選考
（２）その他表彰に関する事項の審議

Ⅱ

総務委員会

（１）本会の組織整備と強化
（２）事業計画及び予算案の策定
（３）専門委員会等の事業の調整
（４）その他特命事項の審議

Ⅲ

専門委員会
１ 財務委員会

（１）安定的財政の確立
（２）賛助会員の拡大
（３）収益事業による自主財源の確保
（４）県委託費の適正管理

２

広報委員会

（１）広報誌「静岡体協」の発行
（２）インターネットによる本会諸事業の情報公開

３

生涯スポーツ委員会

（１）しずおかスポーツフェスティバルの企画と開催
（２）公認スポーツ指導者養成講習会及び研修会の開催
（３）市町体育･スポーツ協会が担う総合型地域スポーツクラブの活動支援
（４）
「スポーツ人材バンク」を活用し地域のスポーツ振興を図る
（５）実技指導者の派遣による小学生の体力向上、部活動の支援を図る
（６）ジュニアスポーツクラブの構築と活性化による、ジュニア選手の発掘と育成

４

競技力向上委員会

（１）選手強化方針の策定
（２）スポーツ指導者の育成とスキルアップ促進
（３）企業と行政が一体となったスポーツ振興策の検討
ア 長期的な展望による国体競技力向上（成年選手の確保）
イ ラグビーワールドカップ 2019 及び 2020 東京オリンピック･パラリンピック自転車競
技成功への協力
ウ 2020 東京オリンピック･パラリンピック本県関係選手出場者増への支援
エ おらが町スポーツの推進

５

スポーツ医・科学委員会

（１）国体出場選手の健康管理と医事相談
（２）競技力向上のための医・科学的調査研究、サポート事業
（３）ドーピング防止教育・貧血防止・歯科衛生活動の推進
（４）アスレティックトレーナーの育成
（５）スポーツ指導者スキルアップ向上の支援（定期的な講義）

６

静岡県スポーツ少年団

（１）団組織の育成と強化
（２）活動計画の策定と実施
（３）有資格指導者及びリーダーの育成と確保
（４）その他本会の目的達成に必要な事業
（５）2020 年本県開催の「全国スポーツ少年大会」の準備

７

指定管理事業委員会

（１）指定管理者の指定を受けた施設・設備の管理及び運営
（２）草薙総合運動場の指定管理奪還の方策
（３）スポーツ施設の利活用と事業展開
（４）スポーツ施設・設備の総合計画の策定

８

スポーツ指導者連絡会議

（１）本県スポーツ指導者組織の確立及び各指導者協議会との連携
・スポーツ指導者協議会
・スポーツ少年団指導者協議会
・スポーツドクター協議会
・アスレティックトレーナー協議会
（２）公認スポーツ指導者養成講習会及び研修会の開催
（３）スポーツ指導者の育成とスキルアップ促進
（４）
「スポーツ人材バンク」を活用し地域のスポーツ振興を図る

＜協議会関係事業の要点＞
１ 競技団体連絡協議会
競技団体にかかわる事項の協議

２-１

市町体育・スポーツ協会連絡協議会

（１）市・町体育・スポーツ協会にかかわる事項の協議
（２）しずおかスポーツフェスティバルに関すること
（３）スポーツ少年団に関すること

２-２

地域連絡協議会

各地区連絡協議会にかかわる事項の協議と運営

事業内容
Ⅰ

役員会議
１ 理事会
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

２

2019 年 6 月 4 日(火)
2019 年 9 月 19 日(木)or 20 日(金)
2019 年 11 月 11 日(月)
2020 年 1 月 10 日(金)
2020 年 3 月 19 日(木)

会場
会場
会場
会場
会場

調整中
静岡県庁
ホテルアソシア静岡
ホテルセンチュリー静岡
調整中

評議員会
定時評議員会 2019 年 6 月 20 日(木) 会場 ホテルセンチュリー静岡
臨時評議員会 2020 年 3 月 19 日(木) 会場 調整中

Ⅱ

全国・ブロック会議
１ (公財)日本スポーツ協会関係
加盟団体事務局長会議
2019 年４月中旬
会場 東京

２

都道府県体育協会連合会関係
(１)都道府県体育協会連合会中地区事務局長会議
2019 年 11 月１日(木)～２日(金) 会場 和歌山県
(２)都道府県体育協会連合会事務局職員研修会
2019 年 12 月 4 日(水)～6 日(金) 会場 鹿児島県

３

東海ブロック体育協会関係
(１)東海ブロック体育協会会長会議
2019 年 5 月 10 日(金) 会場 三重県
(２)東海ブロック体育協会事務局長会議
第１回 2019 年 5 月 17 日(金) 会場 三重県
第２回 2019 年 7 月 5 日(金) 会場 三重県
第３回 2020 年 3 月 6 日(金) 会場 三重県
(３)東海ブロック体育協会事務局職員研修会
2019 年 11 月 12 日(木)～13 日(金) 会場 三重県

Ⅲ

総務委員会
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回

2019 年 4 月 5 日(金)
2019 年 5 月
2019 年 7 月
2019 年 9 月
2019 年 10 月
2019 年 12 月
2020 年 1 月
2020 年 3 月

会場
会場
会場
会場
会場
会場
会場
会場

グランドホテル中島屋
体協会館
市内会議室
静岡県庁
体協会館
静岡市内会議室
体協会館
体協会館

Ⅳ

表彰委員会
１ 体育章審査委員会
2019 年 4 月 5 日(金)

２

会場 グランドホテル中島屋

体育章贈与式・祝賀会
2019 年６月 20 日(木) 会場 ホテルセンチュリー静岡

Ⅴ

専門委員会
1 財務委員会
(１)委員会
第１回 2019 年８月中旬 会場 体協会館
第２回 2020 年２月中旬 会場 体協会館
(２)事業関係
ア、法人賛助会員に「静岡国際陸上」「ラクビーフェスティバル」チケットの配布
イ、体協会館(会議室)の貸与

２

広報委員会

(１)委員会
第１回 2019 年８月
第２回 2020 年２月
(２)広報事業について
ア 広報誌「静岡体協」発行
静岡体協第 101 号(2019 年９月発行)
静岡体協第 102 号(2020 年３月発行)
イ

３

インターネットによる本会諸事業の情報公開
本会ＨＰの適宜更新

生涯スポーツ委員会

(１)委員会
第１回 2019 年７月下旬 会場 体協会館
第２回 2020 年３月(文書提案)
(２)指導員及び上級指導員養成講習会
【委託事業】
・指導員養成講習会
・上級指導員養成講習会
【独自事業】
・指導員養成講習会
(３)研修会関係
ア、第１回静岡県スポーツ指導者研修会
2019 年 12 月 15 日(日) 会場 グランシップ
イ、第２回静岡県スポーツ指導者研修会 兼 競技力向上(ジュニア指導者)研修会
2020 年 2 月 8 日(土) 会場 静岡県職員会館

(４)全国スポーツ指導者連絡会議
2019 年 12 月中旬 会場 東京
(５)公認スポーツ指導者全国研修会・スポーツ指導者等表彰式
2019 年 12 月中旬 会場 東京

４

競技力向上委員会

(１)委員会
ア、常任委員会
第１回 2019 年 6 月初旬 会場 体協会館
第２回 2019 年 10 月下旬 会場 体協会館
第３回 2020 年 3 月中旬 会場 体協会館
イ、委員会
第１回 2019 年 6 月下旬
第２回 2020 年 3 月下旬

会場 調整中
会場 調整中

(２)競技団体補助事業
競技団体が競技力向上や競技人口増加の目的を持った事業に対し補助をする。
【対象団体】国体に正式競技として参加しない団体及び参加しない団体
(少林寺拳法、綱引、ゲートボール、パワーリフティング、グラウンド・ルフ、武術
太極拳、ダンススポーツ、バウンドテニス、障害者スポーツ、エアロビック、ドッジ
ボール、スポーツチャンバラ)

(３)選手強化事業
国体報奨強化事業
第 74 回国民体育大会の結果に応じて報奨金額を支給し、第 75 回国民体育大会に向けの
強化を図る。
【対象団体】第 74 回国体で競技得点を獲得した競技団体
(４)国体強化事業費の配分
県の事業である競技力向上対策事業のうち、国体強化費の配分案を作成する

５

スポーツ医・科学委員会

(１)委員会
ア、委員会
第１回 2019 年 6 月下旬 会場 静岡市内会議室
第２回 2020 年 3 月初旬 会場 静岡市内会議室
イ、アンチ・ドーピング部会
第１回 2019 年 6 月下旬 会場 静岡市内会議室
第２回 2020 年 3 月初旬 会場 静岡市内会議室
(２)スポーツ医・科学活用事業
ア、スポーツ医・科学活用事業
選手に健康診断やフィジカル測定等の医・科学測定を実施し、スポーツドクター等に
よる適切な健康管理・トレーニング方法の指導等を実施する。また、メンタルトレー
ニングを実施し、精神面の強化を図る。
【対象団体】 国体参加競技団体

イ、国体選手の健康検査及びメディカルチェックの実施
国体に参加する選手の健康状態をチェックする
ウ、国体トレーナー派遣
国体選手が心身ともに万全の状態で大会に臨み、好成績を収めるため、活動経験が豊
富で優秀なトレーナーを国体に派遣する。
(３)国民体育大会ドクターズミーティング
2019 年 9 月 27 日(金) 会場 茨城県
(４)国民体育大会へのスポーツドクター帯同
2019 年９月 28 日(土)～10 月 8 日(火) 会場 茨城県内

６

指定管理事業委員会

(１)委員会
第１回 2019 年８月中旬 会場 体協会館
第２回 2020 年２月中旬 会場 体協会館
(２)会議関係
ア、施設長会議
第１回 2019 年 4 月初旬
第２回 2019 年 6 月中旬
第３回 2019 年 12 月初旬
第４回 2020 年 3 月初旬

会場
会場
会場
会場

ホテルアソシア静岡
体協会館
体協会館
体協会館

イ、施設連絡会議
第１回 2019 年 6 月中旬
第２回 2020 年 3 月初旬

会場 体協会館
会場 体協会館

ウ、省エネルギー委員会
第１回 2019 年 6 月中旬
第２回 2020 年 3 月初旬

会場 体協会館
会場 体協会館

(３)収益事業関係
指定管理施設において、自動販売機設置事業・弁当斡旋事業・臨時売店設置事業・宿泊
斡旋事業などを実施
（４）静岡県草薙総合運動場指定管理者奪還への対応
４月から特別委員会を設置し、公募に向けた対策会議を実施する。(随時)

７

静岡県スポーツ少年団

(１)会議関係
ア、全国・東海ブロック会議
日本スポーツ少年団委員総会
第１回 2019 年６月５日(火) 会場 TKP ガーデンシティ渋谷
第２回 2020 年３月中
会場 未定
イ、スポーツ少年団東海・北信越ブロック会議
2020 年２月６日(木)～７日(金) 会場 三重県四日市市内ホテル（予定）
ウ、東海ブロックスポーツ少年団連絡協議会理事会
第１回 2019 年５月 18 日(土) 会場 アイリス愛知

第２回 2019 年 10 月 19 日(土) 会場 アイリス愛知
第３回 2020 年２月 15 日(土) 会場 アイリス愛知
(２)県内会議関係
ア、静岡県スポーツ少年団代議員会
2020 年４月 19 日(木)

会場 体協会館

イ、静岡県スポーツ少年団本部委員会
第１回 2019 年４月 19 日(木) 会場 体協会館(予定)
第２回 2019 年 11 月 18 日(月) 会場 体協会館(予定)
第３回 平成 31 年３月 20 日(金・祝) 会場 体協会館(予定)
ウ、正・副本部長会議
第１回(日本スポーツ少年団顕彰・文科表彰審査委員会)
2019 年４月 19 日(木) 会場 体協会館(予定)
第２回(静岡県スポーツ少年団顕彰表彰審査委員会)
2019 年９月中
会場 体協会館
エ、市町本部長および事務担当者会議
2019 年５月９日(木) 会場 体協会館
(３)指導者協議会会議
ア、評議員会
2019 年４月 21 日(土) 会場 体協会館
イ、理事会
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

2019 年４月 13 日(土)
2019 年７月 20 日(土)
2019 年９月 21 日(土)
2019 年 11 月 30 日(土)
2020 年３月７日(土)

エ、指導者研修会
開催市町 東部：沼津市
会場 調整中
期日 調整中

会場
会場
会場
会場
会場

体協会館
体協会館
体協会館
体協会館
体協会館

中部：静岡市
調整中
調整中

(４)リーダー部会研修会
ア、総会
2019 年４月 28 日(日) 会場 体協会館
イ、研修会
第１回 2019 年５月 25 日(土)～26 日(日)
第２回 2019 年 10 月 27 日(日)
第３回 2019 年 12 月中
第４回 2020 年２月中
(５)事業関係
ア、県スポーツ少年団交流大会
開催市町 東部：富士市
会場 調整中
期日 調整中

会場
会場
会場
会場

中部：藤枝市
藤枝市総合運動公園
11 月３日(日・祝)

西部：袋井市
調整中
調整中

静岡県立焼津青少年の家
静岡県立焼津青少年の家
草薙総合運動場体育館
静岡県立焼津青少年の家

西部：掛川市
調整中
調整中

イ、第 46 回日独スポーツ少年団同時交流
①派遣団員事前研修
2019 年５月３日(金)～５日(（日）)
会場 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都)
②東海ブロック事前研修
2019 年６月 15 日(土)～16 日(日)

会場 三重県立鈴鹿青少年センター

③派遣
2019 年７月 31 日(水)～８月 17 日(土) 派遣先 ドイツ連邦共和国
④受入
愛知県・三重県・静岡県で受入(岐阜県は休番)
ウ、スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会
開催市町 富士市
三島市
焼津市
会場 富士市防災庁舎
三島市民体育館
シーガルドーム
期日 ７月６日（土）～７日（日） ８月 17 日(土)～18 日(日) ８月 24 日(土)～25 日(日)
開催市町
会場
期日

菊川市
菊川市民総合体育館
９月 28 日（土）～29 日（日）

掛川市
調整中
調整中

静岡市
体協会館
2020 年１月 18 日（土）～19 日（日）

エ、スポーツ少年団母集団研修会事業
〔東部〕
開催市町 熱海市
富士市
会場 調整中
富士市消防防災庁舎
期日 調整中
５月 24 日(金)

裾野市
調整中
調整中

御殿場市
調整中
調整中

〔中部〕
開催市町 島田市
会場 ７月 13 日(土)
期日 プラザおおるり

牧之原市
調整中
調整中

焼津市
６月 21 日（金）
焼津市民文化会館

藤枝市

〔西部〕
開催市町 御前崎市
会場 調整中
期日 調整中

掛川市
調整中
調整中

袋井市
調整中
調整中

菊川市
調整中
調整中

オ、種目別交流大会
①第５回しずぎんカップ静岡県スポーツ少年団学童軟式野球大会
2019 年４月中
会場
調整中
②2019 年度静岡県水泳スポーツ少年団親善交流水泳大会
2019 年８月 11 日(日)
会場 静岡県立水泳場
③静岡県スポーツ少年団バレーボール交流会(第 49 回県小学生バレーボール大会)
2019 年 11 月中
会場 調整中
④第 49 回県スポーツ少年団ソフトボール大会
2019 年８月～９月
会場 天城ドーム他

⑤第 50 回県柔道スポーツ少年団西部浜北大会
2020 年３月中
会場 グリーンアリーナ
カ、ジュニア・リーダースクール
2019 年８月 17 日(土)～19 日(月)

会場 静岡県立焼津青少年の家

キ、初級ジュニア・リーダースクール
開催地 東部
中部
会場 沼津労政会館
もくせい会館
期日 2020 年 1 月 25 日(土)
2020 年 2 月 13 日(火･祝)

西部
山名公民館
2020 年 1 月 27（日）

ク、日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール
2019 年８月８日(木)～12 日(月)
会場 国立中央青少年交流の家
ケ、ジュニア・スポーツフォーラム（全国スポーツ少年団リーダー連絡会）
2019 年６月 16 日（日）
会場 東京都
コ、スタートコーチ（スポーツ少年団）インストラクター移行研修会
2019 年 10 月～11 月
会場 全国７会場
サ、第 57 回全国スポーツ少年大会
2019 年８月１日(木)～４日(日) 会場 長崎県
シ、第 401 回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会
2019 年８月２日(金)～５日(月) 会場 兵庫県
ス、第 17 回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会
2020 年３月 27 日(金)～30 日(月)
会場 岐阜県
セ、第 42 回全国スポーツ少年団剣道交流大会
2020 年３月 27 日(金)～29 日(（日）)
会場 長野県
ソ、第 50 回東海ブロックスポーツ少年大会 (ニュースポーツ)
2019 年８月 25 日（日）～27 日(火)
会場 愛知県 美浜少年自然の家
タ、第 31 回東海ブロック競技別交流大会(ソフトボール)
2019 年 11 月 17 日(日)
会場 三重県鈴鹿河川敷公園野球場
チ、第 31 回東海ブロック競技別交流大会(サッカー)
2019 年 12 月 22 日（日）
会場 静岡県 浜北平口グラウンド
ツ、第 31 回東海ブロック競技別交流大会(バレーボール)
2019 年 12 月 14 日(日)
会場 岐阜県 岐阜メモリアルセンター
テ、第 41 回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会東海ブロック大会
2019 年６月８日(土) 予備日：６月９日(日) 会場 静岡県 島田市民球場
ト、第 24 回東海ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会
2020 年３月予定
会場 岐阜県
ナ、全国スポーツ少年団指導者協議会
2019 年６月 14 日(金)～15 日(土)

会場 東京都

ニ、東海ブロックスポ－ツ少年団指導者研究協議会【実技研修会】
2019 年 11 月 23 日(土)～24 日(日)
会場 愛知県
ヌ、2019 年日独スポーツ少年団指導者交流
2019 年 10 月 12 日（土）～25 日（金）
ネ、静岡県スポ－ツ少年団顕彰表彰式
東部 2019 年 調整中
中部 2019 年 11 月３日(日・祝)
西部 2019 年 未定

会場 ドイツ連邦共和国

会場 交流大会開会式において表彰
会場 交流大会開会式において表彰
会場 交流大会開会式において表彰

ノ、2019 年度日本スポ－ツ少年団顕彰事業
伝達式 県内３地区交流大会開会式において伝達
ハ、2019 年度生涯スポーツ優良団体の表彰

Ⅵ

連絡協議会
競技団体連絡協議会

１

第１回 2019 年６月下旬 会場 体協会館
第２回 2019 年 11 月 13 日(月) 会場 ホテルアソシア静岡

２

市町体育・スポーツ団体連絡協議会
2019 年５月中旬 会場 体協会館

３

地域連絡協議会 兼 しずおかスポーツフェスティバル地域実行委員会
〈東 部〉
第１回 2019 年５月中 会場 調整中
第２回 2019 年６月中 会場 調整中
第３回 2020 年２月中 会場 調整中
〈中 部〉
第１回 2019 年７月中 会場 調整中
第２回 2020 年３月中 会場 調整中
〈西 部〉
第１回 2019 年６月中 会場 調整中
第２回 2020 年３月中 会場 調整中

４

スポーツ指導者連絡会議
2019 年７月中 会場 体協会館

Ⅶ
１

国民体育大会
国民体育大会第 40 回東海ブロック大会

【期日】2019 年５月～８月(集中開催日 2019 年 8 月 17 日(土)～18 日(日))
【会場】三重県内(一部愛知県・岐阜県で開催)
【競技】31 競技(水泳(水球、ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ)、ｻｯｶｰ、ﾃﾆｽ、ﾎﾞｰﾄ、ﾎｯｹｰ、ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰ
ﾙ、体操(競技、新体操、ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ)、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、卓
球、軟式野球、馬術、ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ、柔道、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、弓道、ﾗｲﾌﾙ射撃、剣道、ﾗ
ｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ(ﾘｰﾄﾞ、ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ)、ｶﾇｰ(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ、ｽﾗﾛｰﾑ、ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ)、
ｱｰﾁｪﾘｰ、空手道(形)、ｸﾚｰ射撃(ｽｷｰﾄ)、なぎなた(試)、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ、ｺﾞﾙﾌ)

２

国民体育大会

ア、第 74 回国民体育大会
①本大会
2019 年９月 28 日(土)～10 月 8 日(火)
(会期前実施競技(水泳、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(ﾋﾞｰﾁ)、体操)9 月 7 日(土)～16 日(日))
②静岡県選手団結団式、監督会議
2019 年 9 月 19 日(木)or20 日(金) 会場 静岡県庁
③静岡県選手団解団式並びに知事顕彰状授与式
2019 年 11 月 11 日(月) 会場 ホテルアソシア静岡
イ、第 75 回国民体育大会(冬季大会)
①スケート、アイスホッケー競技会
2020 年 1 月 29 日(水)～2 月 2 日(日) 会場 青森県
②スキー競技会
2020 年 2 月 16 日(日)～19 日(水) 会場 富山県

Ⅷ

委託事業
１ 日本スポーツ協会委託事業
2019 年日中成人スポーツ交流
［派遣］
ア、派遣対象(61 名)
(1)静岡県の成人男女(30 歳～65 歳）
(2)本部役員

56 名
5名

イ、期間

2019 年６月 24 日(月)～28 日(金) ５日間

ウ、競技

４競技
＜競技別人数構成＞
競技

テニス
（男女）

バスケットボール
（男）

卓球
（男女）

バドミントン
（男女）

人数

14

14

14

14

本部
合計
役員
5

61

エ、開催地 中華人民共和国 甘粛省 蘭州市
［受入］
ア、受入対象(61 名)
(1)中国の成人男女(30 歳～65 歳) 56 名
(2)本部役員
5名
イ、期間

2019 年 11 月 25 日(月)～29 日(金) ５日間

ウ、競技

４競技
＜競技別人数構成＞
競技

テニス
（男女）

バスケットボール
（男）

卓球
（男女）

バドミントン
（男女）

人数

14

14

14

14

エ、開催地 静岡県

本部
合計
役員
5

61

２ 県委託事業
（１）スポーツ局スポーツ振興課委託事業
ア、ジュニアアスリート発掘育成事業
①チャレンジスポーツ教室の実施
小学校１年生～６年生を対象に子供たちが新たな可能性を自ら発見し、適性に応じた競
技を選択する手助けとなるよう、競技団体等と協力し、各種競技の体験教室を実施する。
②ジュニアスポーツアカデミー(タレント発掘)の開催
ジュニア期に、活動する機会の比較的少ない種目や、これまでやったことのない新しい
種目にチャレンジするなど、自らの可能性を見出すことを手助けするとともに、各競技
団体が、それぞれの種目における能力の高い選手を発掘し、さらにはアスリートへ育成
する。
③ジュニアスポーツ指導者の資質向上のための研修会の実施
本県の競技力を高いレベルで維持、向上させるため、長期的に活躍できる優秀な指導者
の養成を図ることを目的として実施する。
イ、指導者スキルアップ促進事業
本県の競技力を高いレベルで維持、向上させるため、長期的に活躍できる優秀な指導者の
養成を図ることを目的として実施する。
①講習会への指導者の参加促進
【対象】国体に監督として参加するために必要な日本体育協会及び中央競技団体が実施す
る上級コーチ等の資格取得講習会に参加する指導者。資格取得者の資質向上を図
るために実施される上級資格取得研修会に参加する指導者
②実地研修会の実施
【対象】県内トップレベルの合宿、練習会等で行う指導法等の実地研修実地研修会への外
部優秀指導者の招聘
③スポーツ医、科学合同研修会の開催
【対象】
（公財）静岡県体育協会加盟団体において指導にあたっている指導者
【内容】医学、栄養学、運動生理学、心理学等のスポーツ医、科学、女性アスリートに対
する指導法など
ウ、スポーツ医、科学活用事業
①スポーツ医、科学活用事業【対象団体】国体参加競技団体
選手に健康診断やフィジカル測定等の医、科学測定を実施し、スポーツドクター等によ
る適切な健康管理、トレーニング方法の指導等を実施する。また、メンタルトレーニン
グを実施し、精神面の強化を図る。
②国体選手の健康検査及びメディカルチェックの実施
国体に参加する選手の健康状態をチェックする
エ、アスリート等雇用支援事業(県補助事業)
本県競技力の向上に向けて、アスリート等に県内で競技を続けながら就業する環境を提供
するため、県内に就職を希望するアスリート等とそれを支援する企業等とのマッチングサポ
ートを実施し、アスリート等を正規雇用する企業等に対し、雇用支援金を支給する。

（２）県教育委員会健康体育課委託事業
ア、学校体育実技指導協力者派遣事業
子供たちの体力の向上と、教員の資質、指導力の向上を図ることを目的として、公立小
学校に対して、実技指導協力者（以下「実技協力者」という。）を計画的に派遣し、実践
的な指導を行なう
イ、スポーツ人材活用促進事業「しずおかスポーツ人材バンク」
社会総がかりの教育に向けた地域の人材活用により、新しいスポーツ人材バンクを構築
し、専門性を有する人材を運動部活動等に活用し、きめ細かな指導の実現を目指します。

Ⅸ

ジュニアスポーツクラブ
（１）寺子屋事業
ア、学習と体験型運動教室
「くさなぎ寺子屋」
、
「武道館寺子屋」、「水泳場寺子屋」
・学習と運動を両立させ、バランスの取れた子供の育成を図る
・普段体験することの少ない運動（競技）を体験する
・自主性や社会性を育て、人を思いやる心を育てる
イ、学習と専門技術習得型教室
「寺子屋野球」
、
「寺子屋ハンドボール」
「寺子屋バドミントン」、「寺子屋サッカー」
・学習と競技を両立させ、競技者として必要となる資質を養う
・競技の普及、競技力の向上を図る
・自主性や社会性を育て、人を思いやる心を育てる

（２）地域貢献体育実技指導
近隣こども園、小学校での体育実技の指導

Ⅹ

スポーツ安全協会
１ 全国支部長会議
2020 年２月下旬

２

全国支部(事務主任者)会議
2020 年１月下旬

３

会場 AP 新橋虎ノ門

会場 AP 新橋虎ノ門

スポーツ安全協会関東、甲信越静ブロック支部会議
2019 年 11 月 7 日(木)～8 日(金)

会場

千葉県

