平成 29 年度
公益財団法人静岡県体育協会
事業計画書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

公益財団法人静岡県体育協会

事業内容
Ⅰ

役員会議

１ 理事会
第１回 平成 29 年６月７日（水）
第２回 平成 29 年９月 22 日（金）
第３回 平成 29 年 11 月 13 日（月）
第４回 平成 30 年 1 月 12 日（金）
第５回 平成 30 年３月 16 日（金）

会場
会場
会場
会場
会場

グランドホテル中島屋
静岡県庁
ホテルアソシア静岡
ホテルセンチュリー静岡
体協会館

２ 評議員会
定時評議員会 平成 29 年６月 23 日（金） 会場 ホテルセンチュリー静岡

Ⅱ

全国・ブロック会議

１ (公財)日本体育協会関係
加盟団体事務局長会議
平成 29 年４月 12 日（水）

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
平成 29 年 11 月１日（水）～２日（木） 会場 ホテルグリーンパーク津（三重県）
（２）都道府県体育協会連合会事務局職員研修会
平成 29 年 12 月６日（水）～８日（金） 会場 福井県
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
平成 29 年５月 12 日（金） 会場 グランドホテル中島屋
（２）東海ブロック体育協会事務局長会議
第１回 平成 29 年５月 12 日（金） 会場 グランドホテル中島屋
第２回 平成 29 年７月７日（金） 会場 調整中
第３回 平成 30 年３月２日（金） 会場 調整中

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

Ⅳ

平成 29 年４月７日（金）
平成 29 年６月２日（金）
平成 29 年７月 14 日（金）
平成 29 年９月 22 日（金）
平成 29 年 10 月下旬
平成 29 年 12 月中旬
平成 30 年２月初旬
平成 30 年３月初旬

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
静岡県体育協会会館 １階 会議室
静岡県教育会館
静岡県体育協会会館
静岡県体育協会会館

表彰委員会

１ 体育章審査委員会
平成 29 年４月７日（水）

会場 グランドホテル中島屋

２ 贈与式・祝賀会
平成 29 年６月 23 日（金） 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 平成 29 年８月中旬 会場 体協会館
第２回 平成 30 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 平成 29 年８月（文書提案）
第２回 平成 30 年２月（文書提案）
（２）広報事業について
ア 広報誌「静岡体協」発行
静岡体協第 97 号（平成 29 年９月発行）
静岡体協第 98 号（平成 30 年３月発行）
イ 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
３ 生涯スポーツ委員会
（１）委員会
第１回 平成 29 年７月下旬 会場 体協会館
第２回 平成 30 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
平成 29 年 12 月中旬 会場 静岡市民文化会館 中ホール
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
平成 30 年２月中旬 会場 静岡県職員会館 富士ホール
（４）全国スポーツ指導者連絡会議
平成 29 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
平成 29 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 平成 29 年６月初旬 会場 体協会館
第２回 平成 29 年 10 月下旬 会場 体協会館
第３回 平成 30 年３月中旬 会場 体協会館

イ、委員会
第１回 平成 29 年６月下旬 会場 体協会館
第２回 平成 29 年 11 月 13 日（月） 会場 ホテルアソシア静岡
（２）指導者研修会事業
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
平成 30 年２月中旬 会場 静岡県職員会館 富士ホール
（３）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。
【対象団体】国体本大会出場競技団体
（４）国体未参加団体補助事業
国体未参加団体が競技力向上や競技人口増加の目的を持った事業を実施する。
【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・
ゴルフ、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
ツ協会、エアロビック、ドッチボール、スポーツチャンバラ）
（５）選手強化事業
国体報奨強化事業
第 72 回国民体育大会の結果に応じて報奨金額を支給し、第 73 回国民体育大会に向けの
強化を図る。
【対象団体】第 72 回国体で競技得点を獲得した競技団体
（６）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 平成 29 年７月初旬
第２回 平成 30 年３月初旬
イ、アンチ・ドーピング委員会
第１回 平成 29 年７月初旬
第２回 平成 30 年３月初旬

会場 静岡市内会議室
会場 静岡市内会議室
会場 静岡市内会議室
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
平成 29 年９月 29 日（金） 会場 愛媛県

（４）国民体育大会へのスポーツドクター帯同
平成 29 年９月 30 日（土）～10 月 11 日（水） 会場

愛媛県内

６ 指定管理事業委員会
（１）委員会
第１回 平成 29 年８月中旬 会場 体協会館
第２回 平成 30 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 平成 29 年４月初旬
第２回 平成 29 年６月中旬
第３回 平成 29 年 12 月初旬
第 4 回 平成 30 年３月初旬
イ、施設連絡会議
第１回 平成 29 年６月中旬
第２回 平成 30 年３月初旬
ウ、省エネルギー委員会
第１回 平成 29 年６月中旬
第２回 平成 30 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

会場 体協会館
会場 体協会館
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）静岡県武道館・静岡県立水泳場指定管理者再公募への対応
４月から月に２～３回の頻度で、公募に向けた検討会議を実施する。
※想定される公募日程
【公
募】 平成 29 年８月
【提案書の提出】 平成 29 年９月
【二 次 審 査】 平成 29 年 10 月
【内
定】 平成 29 年 11 月
【指
定】 平成 29 年 12 月（県議会 12 月定例会）

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 平成 29 年５月中 会場 東京都
第２回 平成 30 年３月中 会場 東京都
イ、スポーツ少年団東海・北信越ブロック会議
平成 30 年２月８日（木）～９日（金） 会場 ホテルリソル岐阜
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 平成 29 年５月 20 日（土） 会場 岐阜メモリアルセンター
第２回 平成 29 年 10 月 21 日（土） 会場 十六プラザ（予定）
第３回 平成 30 年２月 17 日（土） 会場 十六プラザ（予定）
（２）県内会議関係
ア、静岡県スポーツ少年団代議員会
平成 29 年４月 20 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 平成 29 年４月 20 日（木） 会場 体協会館
第２回 平成 29 年 11 月中
会場 体協会館

第３回 平成 30 年３月中
会場 体協会館
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）
平成 29 年４月 20 日（木） 会場 体協会館
第２回（静岡県スポーツ少年団顕彰表彰審査委員会）
平成 29 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
平成 29 年５月 21 日（日） 会場 体協会館
（３）指導者協議会会議
ア、評議員会
平成 29 年４月８日（土） 会場 体協会館
イ、理事会
第１回 平成 29 年４月８日（土） 会場 体協会館
第２回 平成 29 年７月中
会場 体協会館
第３回 平成 29 年９月中
会場 体協会館
第４回 平成 29 年 12 月中
会場 体協会館
第５回 平成 30 年３月中
会場 体協会館
エ、指導者研修会
開催市町
東部地区

中部地区

西部地区

会場

富士市消防庁舎

プラザおおるり（島田）

磐田市 調整中

期日

平成 29 年 12 月 7 日（木）

平成 30 年２月３日（土）

調整中

（４）リーダー部会研修会
ア、総会
平成 29 年４月 30 日（日） 会場 体協会館
イ、研修会
第１回 平成 29 年５月 27 日（土）～28 日（日） 会場
第２回 平成 29 年 10 月 29 日（日）
会場
第３回 平成 29 年 12 月中
会場
第４回 平成 30 年３月中
会場
（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

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
静岡県立焼津青少年の家

中部：焼津市

西部：湖西市

会場

富士総合運動公園陸上競技場

焼津市総合グラウンド

湖西アメニティプラザ

期日

10 月８日（日）

11 月 23 日（木・祝）

平成 30 年２月 12 日（月・祝）

イ、第 43 回日独スポーツ少年団同時交流
①派遣団員事前研修
平成 29 年５月４日（木）～５日（金）
会場 東京
②東海ブロック事前研修
平成 29 年６月 17 日（土）～18 日（日）
会場 岐阜県
③派遣
平成 29 年７月 31 日（月）～８月 17 日（木） 派遣先 ドイツ連邦共和国
④受入
愛知県・三重県・岐阜県で受入（静岡県は休番）
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

袋井市

島田市

富士宮市

会場

調整中

プラザおおるり

富士宮市役所

期日

調整中

９月９日(土)～10 日(日)

９月 30 日（土）～10 月１日（日）

開催市町

伊豆の国市

浜松市

静岡市

会場

長岡中央公民館

浜松アリーナ

調整中

期日

10 月 14 日(土)～15 日(日)

10 月 21 日（土）～22 日（日）予定

平成 30 年１月 27 日(土)～28 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

函南町

伊東市

会場

調整中

富士市消防防災庁舎

調整中

調整中

期日

調整中

５月 17 日（水）

６月中

調整中

牧之原市

焼津市

藤枝市

総合福祉センター さざんか

焼津市文化センター

生涯学習センター

11 月 24 日（金）

６月 23 日（金）

12 月 10 日（日）

掛川市

袋井市

菊川市

〔中部〕
開催市町 吉田町
会場

調整中

期日 調整中
〔西部〕
開催市町 浜松市
会場

浜松アリーナ

大須賀中央公民館

調整中

調整中

期日

６月 3 日（土）

６月 14 日（水）

調整中

７月上旬

オ、種目別交流大会
①第３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
平成 29 年５月中 会場 調整中
②第 35 回静岡県水泳スポーツ少年団親善交流水泳大会
平成 29 年７月 30 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 46 回県小学生バレーボール大会）
平成 29 年 11 月中 会場 調整中
④第 47 回県スポーツ少年団ソフトボール大会
平成 29 年９月中 会場 調整中
⑤第 48 回県柔道スポーツ少年団西部浜北大会
平成 29 年３月中 会場 調整中
カ、ジュニア・リーダースクール
平成 29 年９月 16 日（土）～18 日（月・祝） 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
沼津市民文化センター
もくせい会館
期日
平成 30 年２月３日（土）
平成 30 年 1 月 20 日(土）

西部
山名公民館
平成 30 年 1 月 21 日(日）

ケ、日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール
平成 29 年８月３日（木）～７日（月） 会場 国立中央青少年交流の家
コ、全国スポーツ少年団リーダー連絡会
平成 29 年９月 30 日（土）～10 月１日（日） 会場 東京都

サ、スポーツ少年団認定育成員研修会
開催地
東京①
会場
国立オリンピック記念青少年総合センタ－
期日
10 月 28 日（土）

愛知
愛知県教育会館
10 月 28 日（土）

東京②
国立オリンピック記念青少年総合センタ－
11 月 19 日（日）

シ、第 55 回全国スポーツ少年大会
平成 29 年７月 28 日（金）～31 日（月） 会場 新潟県
ス、第 39 回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会
平成 29 年８月３日（木）～６日（日）
会場 宮城県
セ、第 15 回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会
平成 30 年３月 25 日（日）～28 日（水） 会場 群馬県
ソ、第 40 回全国スポーツ少年団剣道交流大会
平成 30 年３月 25 日（日）～27 日（火） 会場 東京都
タ、第 48 回東海ブロックスポーツ少年大会 （ニュースポーツ）
平成 29 年８月 19 日（土）～21 日（月） 会場 静岡県立焼津青少年の家
チ、第 29 回東海ブロック競技別交流大会（ソフトボール）
平成 29 年 11 月 12 日（日） 予備日：11 月 23 日（木・祝） 会場

岐阜県

ツ、第 29 回東海ブロック競技別交流大会（サッカー）
平成 29 年 12 月 16 日（土） 予備日：12 月 23 日（土） 会場 愛知県
テ、第 29 回東海ブロック競技別交流大会（バレーボール）
平成 29 年 12 月 17 日（日） 会場 三重県
ト、第 39 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
平成 29 年６月 10 日（土） 予備日：６月 11 日（日） 会場 愛知県
ナ、第 22 回東海ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会
平成 30 年３月 17 日（土）～18 日（日） 会場 三重県
ニ、全国スポーツ少年団指導者協議会
平成 29 年６月 16 日（金）～17 日（土） 会場 東京都
ヌ、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】
平成 29 年 11 月 18 日（土）～19 日（日） 会場 静岡県
ネ、2017 年日独スポーツ少年団指導者交流
平成 29 年 未定
会場 ドイツ連邦共和国
ノ、静岡県スポ－ツ少年団顕彰表彰式
東部 平成 29 年 10 月８日（日） 会場 交流大会開会式において表彰
中部 平成 29 年 11 月 23 日（木・祝） 会場 交流大会開会式において表彰
西部 平成 30 年２月 12 日（月・祝） 会場 交流大会開会式において表彰
ハ、平成 29 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
ヒ、平成 29 年度生涯スポーツ優良団体の表彰

Ⅵ

連絡協議会

１ 競技団体連絡協議会
第１回 平成 29 年６月下旬 会場 体協会館
第２回 平成 29 年 11 月 13 日（月） 会場 ホテルアソシア静岡
２ 市町体育団体連絡協議会
平成 29 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 平成 29 年５月中 会場 調整中
第２回 平成 29 年６月中 会場 調整中
第３回 平成 30 年２月中 会場 調整中
〈中 部〉
第１回 平成 29 年７月中 会場 調整中
第２回 平成 30 年３月中 会場 調整中
〈西 部〉
第１回 平成 29 年６月中 会場 調整中
第２回 平成 30 年３月中 会場 調整中
４ スポーツ指導者連絡協議会
平成 29 年７月中 会場 体協会館

Ⅶ

国民体育大会

１ 国民体育大会第 38 回東海ブロック大会
ア、競技会
【期日】平成 29 年５月～８月
（集中開催日 平成 29 年８月 19 日（土）
・20 日（日））
【会場】静岡県内（一部愛知県・岐阜県で開催）
【競技】32 競技
（水泳（水球、シンクロナイズドスイミング）・サッカー・ボート・ホッケー・ボ
クシング・バレーボール・体操（競技、新体操）
・バスケットボール・ウエイト
リフティング・ハンドボール・ソフトテニス・卓球・軟式野球・馬術・フェンシ
ング・柔道・ソフトボール・バドミントン・弓道・ライフル射撃・剣道・ラグビ
ーフットボール・山岳（リード、ボルダリング）
・カヌー（スプリント、スラロ
ーム･ワイルドウォーター）・アーチェリー・空手道（形）
・銃剣道・クレー射撃
（スキート）
・なぎなた（試合）
・ボウリング・ゴルフ）
イ、会議関係
①実行委員会
第１回 平成 29 年４月下旬 会場 調整中
第２回 平成 30 年２月下旬 会場 調整中
②担当者会
平成 29 年５月中旬 会場 調整中
２ 国民体育大会
ア、第 72 回国民体育大会
①本大会
平成 29 年９月 30 日（土）～10 月 10 日（火）
（会期前実施競技 平成 29 年 9 月 9 日（土）～17 日（日））

②監督会議・結団式
平成 29 年９月 22 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
平成 29 年 11 月 13 日（月） 会場 ホテルアソシア静岡
イ、第 73 回国民体育大会（冬季大会）
①スケート競技会
平成 30 年１月 28 日（日）～２月１日（木） 会場 山梨県
②アイスホッケー競技会
平成 30 年１月 28 日（日）～２月１日（木） 会場 神奈川県
③スキー競技会
平成 30 年２月 25 日（日）～28 日（水） 会場 新潟県

Ⅷ

県委託事業（予定）

１ スポーツ局スポーツ振興課委託事業
ア、 ジュニアスポーツ普及事業
① チャレンジスポーツ教室、ビクトリークリニックの実施
② ジュニアスポーツアカデミー（タレント発掘）の開催
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
イ、 指導者スキルアップ促進事業
① 講習会への指導者の参加促進
② 実地研修会の実施
③ スポーツ医・科学合同研修会の開催
ウ、 スポーツ医科学活用事業
① 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
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
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
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」

Ⅸ

ジュニアスポーツクラブ（県体協独自事業）

１ 寺子屋事業
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
競技の体験）
【対象】小学２年～６年生
【場所】草薙、武道館
２ スポーツアカデミー事業
競技の普及のほか、参加者の自主性や社会性を育て互いを思いやる心を育てる。
【対象】小学生・中学生
【競技】野球、ハンドボール、ホッケー、バドミントン、陸上、フェンシング
３ 地域貢献体育実技指導
近隣小学校での実技指導を支援する。

Ⅹ

スポーツ安全保険

１ スポーツ安全協会担当体育協会事務局連絡協議会
第１回役員会・幹事会 平成 29 年７月初旬
第２回役員会・幹事会 平成 29 年 10 月中旬
研究協議会（総会）
平成 29 年 10 月中旬
２ 全国支部長会議
平成 30 年２月下旬
３ 全国支部（事務主任者）会議
平成 30 年１月下旬
４ スポーツ安全協会関東・甲信越静ブロック支部会議
平成 29 年 10 月下旬

