平成２８年度事業報告
県民体力の向上とスポーツ精神の養成を通じて、心身の健全な発展を図ることを目的とし、加盟競技団体及び関係
機関･団体との連携強化を図り、下記のスポーツ振興に関する事業を積極的かつ効果的に実施した。
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理事会・評議員会・諸会議等
５月 ６日（金）
評議員選定委員会
○会場
スポ－ツ交流館
５月 ６日（金）
役員等推薦委員会
○会場
スポ－ツ交流館
５月１２日（木）１０：３０～ 臨時評議員会
○会場
大分県医師会館 研修室Ⅰ
５月１２日（木）１４：００～ 第１回理事会
○会場
大分県医師会館 研修室Ⅱ
５月２７日（金）１０：３０～ 定時評議員会
○会場
大分県医師会館 研修室Ⅰ
８月３０日（火）１４：００～ 第２回理事会
○会場
大分県医師会館 研修室Ⅱ
１月１３日（金）１６：００～ 第３回理事会
○会場
大分銀行ド－ム会議室「４０８会議室」
３月１４日（火）１０：３０～ 臨時評議員会
○会場
大分県教育センタ－３階「講堂」
３月１４日（火）１３：３０～ 第４回理事会
○会場
大分県教育センタ－３階「中研修室４」

日本体育協会・九州地区体育協会等会議
会議
４月７日（木）～８日（金）
第１回九州地区体育協会連絡協議会
○会場
宮崎観光ホテル東館２Ｆ 日向
○出席者
加藤事務局長ほか事務局職員 井上倫明体育保健課課長ほか体育保健課職員
４月１３日（水）１３：３０～ 公益財団法人日本体育協会加盟団体事務局長会議
○会場
東京都 シダックスホール
○出席者
加藤寛章事務局長
４月１４日（木）１１：００～ 公認スポ－ツ指導者育成事業担当者会議
○会場
東京都 シダックスホール・岸記念体育館
○出席者
公認スポ－ツ指導者担当者
６月２４日（金）１０：３０～ 都道府県体育協会連合会第１回常任幹事会・日本体育協会定時評議員会
○会場
東京都 ＴＫＰ品川カンファレンスセンタ－ＡＮＮＥＸ 品川プリンスホテル
○出席者
加藤寛章事務局長
１０月 ２日（日）１８：００～ 都道府県体育協会連合会第２回常任幹事会
○会場
岩手県 ホテルメトロポリタン盛岡ニュ－ウィング
○出席者
麻生益直副会長 井上倫明専務理事
１０月２５日（火）１３：３０～
日本体育協会公認スポーツ指導者制度改定に関する説明会
○会場
岸記念体育会館１階会議室（東京都）
○参加者
太田 悟事業部長
１１月１０日（木）～１１日（金）
第２回九州地区体育協会連絡協議会
○会場 長崎ワシントンホテル
○出席者 井上倫明専務理事ほか２名
３月２１日（火）１０：００～ 都道府県体育協会国体連絡会議
○会場
岸記念体育会館２階（東京都）
○出席者
加藤寛章事務局長
３月２１日（火）１３：４０～ 都道府県体育協会連合会第３回常任幹事会
○会場
岸記念体育会館１階会議室（東京都）
○出席者
麻生益直副会長 加藤寛章事務局長
３月２２日（水）１４：００～ 日本体育協会臨時評議員会
○会場
グランドプリンスホテル新高輪（東京都）
○出席者
加藤寛章事務局長

研修
１１月１７日（木）～１８日（金） 都道府県体育協会連合会事務局長研修会（西地区）

20 ○会場 鹿児島東急ＲＥＩホテル
○出席者 加藤寛章事務局長
１２月７日（水）～９日（金） 都道府県体育協会連合会事務局職員研修会
21 ○会場
ホテルＪＡＬシティ－松山
○出席者
伊藤健一総務部長
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国民体育大会及び九州ブロック大会
九州ブロック大会
５月２２日（日）
第３６回九州ブロック夏季大会（カヌ－スラロ－ム・ワイルドウォ－タ－）
○会場
鹿児島県姶良郡湧水町川内川轟の瀬特設カヌー競技場
※スラロ－ム・ワイルドウォ－タ－競技に男女各２名の選手が出場した。スラロ－ム成年男子、
ワイルドウォ－タ－成年男女の３種別で代表権を獲得した。
７月１６日（土）～１８日（月）
第３６回九州ブロック大会夏季大会
○会場
宮崎県・福岡県・大分県・鹿児島県
※第３６回九州ブロック大会夏季大会に１０競技２８種別１６０名の選手団が、第７１回国民体育大会
への代表権獲得を目指して出場した。その結果８競技２６の代表権を獲得することができた。
８月１７日（水）～２８日（日）
第３６回九州ブロック大会秋季大会
○会場
宮崎県・長崎県・大分県
※第３６回九州ブロック大会秋季大会に２１競技６１種別５０９名の選手団が、第７１回国民体育大会
への代表権獲得を目指して出場した。その結果１３競技３１の代表権を獲得することができた。
１２月３日（土）～４日（日） 第３６回九州ブロック大会冬季大会アイスホッケー競技会
○会場
福岡県立総合プールスケートリンク
※１回戦で、宮崎県と対戦し、５－６で敗退。代表権の獲得はできなかった。

国民体育大会

第７１回国民体育大会「希望郷いわて国体」本大会
○参加者 本部役員２０名、監督・選手４２７名、合計４４７名
26 ※３５競技７８種別に出場し、１７競技７１種目で入賞、天皇杯得点７８６．０点を獲得し、天皇杯順位
「第３８位」で、目標の天皇杯順位１０位台を奪還することはできなかった。
※参加人数及び天皇杯得点は会期前実施競技（水泳）を含む。
１月２７日（金）～３１日（火） 第７２回国民体育大会冬季大会 スケ－ト競技会
27 ○参加者 本部役員５名、監督・選手２名、合計７名
※スケ－トショ－トトラック２種目（５００ｍ・１０００ｍ）に出場し、参加得点１０点を獲得した。
２月１４日（火）～１７日（金） 第７２回国民体育大会冬季大会 スキ－競技会
28 ○参加者 本部役員５名、監督・選手１１名、合計１６名
※ジャイアントスラロ－ム・クロスカントリ－に出場し、参加得点１０点を獲得した。
９月４日（日）～１０月１１日（火）
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国民体育大会関係県内会議及び行事
７月６日（水）１４：３０～
第３６回九州ブロック夏季大会大分県代表団結団壮行式・監督会議
○会場
大分県医師会館 大会議室
○出席者
役員等２０名 監督・選手１０１名
※第３６回ブロック大会夏季大会に出場する監督・選手・競技団体関係者が出席し、代表団を結団する
とともに、代表権獲得に向けて士気を高めることができた。
７月２６日（火）１０：００～ 第３６回九州ブロック大会秋季大会結団壮行式・監督会議
○会場
大分県医師会館 大会議室
○出席者
役員等２４名 監督・選手１８６名
※第３６回ブロック大会秋季大会に出場する監督・選手・競技団体関係者が出席し、代表団を結団すると
ともに、代表権獲得に向けて士気を高めることができた。
８月３１日（水）１６：００～ 第７１回国民体育大会会期前実施競技(水泳)知事表敬訪問
○出席者 ３８名
※水泳競技は会期前実施のため、県代表団結団壮行式に参加できないことから、県水泳連盟の
三浦副会長をはじめ代表監督・選手が、県体協会長の広瀬勝貞大分県知事を訪問し、決意を
述べるとともに激励を受け、岩手国体に向けての意識高揚を図った。
第７１回国民体育大会「希望郷いわて国体」
９月２１日（水）１３：００～
大分県代表団結団壮行式・監督会議
○出席者 監督・選手２７３名、来賓・本会役員等２０名、合計２９３名
※結団壮行式では、来賓の二日市具正副知事、田中利明県議会議長をはじめ競技団体役員、体育協会
役員等「チーム大分」関係者が一堂に会し、岩手国体に向け結団した。旗手にフェンシング競技
少年男子の上野優斗選手、決意表明はボ－ト競技少年女子の大門千紗選手、がんばろう三唱をバレーボ
ール競技少年女子の相原昇監督が主導し、国体に向けての意識を高めることができた。また、監督会議
では各競技の戦力分析等についての協議を行った。
第７１回国民体育大会大分県代表団反省会
１1月８日（火）１６：００～
工藤秀明スポーツ奨励賞授与式
第７１回国民体育大会大分県代表団懇談会
○出席者 反省会１４７名 工藤秀明スポーツ奨励賞授与式及び懇談会１４６名
反省会：監督、選手、競技団体会長、理事長、県体育協会役員 出席
工藤秀明スポーツ奨励賞授与式 ：団体（１）、個人（３）名 受賞
懇談会：監督、選手、競技団体会長、理事長、県体育協会役員 出席
※反省会では、各競技の監督から第７１回国民体育大会の成績に係る成果と課題についての発言と協議。
授与式では、岩手国体で優勝した団体・個人に賞状及び奨励金・記念品を授与した。
懇談会では各競技の情報交換を行うとともに「チーム大分」としての一層の結束を深めることができた。

１月１８日（水）１３：３０～ 第７２回国民体育大会冬季大会大分県代表団結団壮行式・監督会議
○出席者 監督・選手９名、来賓・本会役員等１９名、合計２８名
※結団壮行式では、来賓の二日市具正副知事、二ノ宮健治県議会議長代理をはじめ競技団体役員、体育協会
34
役員等「チーム大分」関係者が一堂に会し、第７２回国民体育大会冬季国体に向け結団した。旗手にス
キ－競技成年女子の山田美樹選手、決意表明はスキ－競技成年男子の荒金真太郎選手が行った。
また、監督会議では各競技の戦力分析等についての協議を行った。
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国民体育大会関係及び行事

９月３０日（金）１６：００～ 第７１回国民体育大会「希望郷いわて国体」総監督会議
35 ○出席者 ２名
※井上倫明総監督、加藤寛章事務局長が参加し、会期中における留意事項等の説明を受けた。
１月２６日（木）１４：００～ 第７２回国民体育大会冬季大会 スケ－ト競技会 代表者会議
36 ○出席者 １名
※三宅文子 副団長が参加し、会期中における留意事項等の説明を受けた。
２月１３日（月）１４：３０～ 第７２回国民体育大会冬季大会 スキ－競技会 代表者会議
37 ○出席者 １名
※横山英治 監督が参加し、会期中における留意事項等の説明を受けた。

６

本会関係専門委員会等の会議及び事業

①競技力向上関係
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４月２２日（金）１０：００～ 強化指定委嘱状交付式、強化担当者会議
○会場
大分県医師会館 大会議室
□強化指定委嘱状交付式
○出席者 広瀬勝貞会長他役員１０名、強化指定関係者２０４名
【少年の部（高等学校）】
【成年の部（企業･団体）】
【個人】
最重点Ａ指定校（ ８校） 最重点強化団体（ ８団体）
成年トップアスリートＡ （２３名）
最重点Ｂ指定校（１２校） 重点強化団体 （２０団体）
成年トップアスリートＢ （２０名）
重点強化校
（１７校） 育成強化団体 （２８団体）
ジュニアトップアスリート（１４名）
有望強化校
（４１校）
育成強化校
（４２校）
合計１７６団体 個人５７名
【大分県競技力向上スーパーコーチ】
７名
・決意表明
自転車競技
明珍多久雄監督（別府翔青高等学校）
・頑張ろう三唱 大分県高等学校体育連盟
蓑田智通会長（情報科学高等学校校長）
□強化担当者会議
・大分県体育協会運営方針について
・平成２８年度「スポ－ツ大分パワ－アップ事業」について
※本年度の強化指定競技関係者が一堂に会し、第７１回国民体育大会での目標達成に向けて意識の
高揚を図ることができた。また、少年の部の強化校の校長（３４名）に出席いただき、強化拠点校と
して選手強化に対する支援について御確認いただいた。
４月２２日（金）～
強化指定校激励訪問
大分県下 高等学校４６校
○参加者
県教育委員会関係者、県競技力向上対策本部職員、県体育協会職員
※強化指定の高等学校を激励訪問することにより、選手の意識高揚を図るとともに、所属長への協力を
依頼することができた。
６月１日（水）～１５日（水）
強化指定企業等激励訪問
○会場
県内
※平成２８年度強化指定企業等５６団体を訪問し、選手及び関係者を激励。また、企業スポ－ツの振興
に向けて協議した。
６月２８日（火）１０：００～ 指導者育成事業第１回県内研修講座
○会場
大分県医師会館 研修室Ⅰ
○出席者
１９名
※研修内容 効果的なテ－ピングとストレッチの実践（講師 理学療法士協会 河野礼治 氏
衛藤泰志 氏）・フェンシング競技におけるナショナルチ－ムのコンディショニング調整
（講師 県地域成人病検診センタ－ 石井聡 氏）
９月１６日（金）～２８日（水）
第７１回国民体育大会参加競技激励訪問
大分県下
○参加者
県教育委員会関係者、県競技力向上対策本部職員、県体育協会職員
※岩手国体に出場する競技の激励訪問を実施した。大会前の意識高揚を図るとともに、戦力分析を行った。
１１月９日（水）～２１日（月）
第２回競技別強化担当者会議
※第７１回国民体育大会の反省と第７２回国民体育大会に向けての強化対策について、
県競技力向上対策本部と合同で実施した。
２月 ９日（火）１３：００～ 指導者育成事業第２回県内研修講座
○会場
レンブラントホテル大分３階「瀬戸の間」
○出席者 １９名
※２年間の県外研修報告を全受講者が発表を行い、研修成果を確認した。
２月２３日（木）１０：００～
競技力向上委員会
○会場
大分県医師会館 研修室Ⅱ
○出席者
２０名

②スポ－ツ医科学関係
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６月８日（水）１９：００～ スポ－ツ医科学委員会第１回部内検討委員会
○会場
スポ－ツ交流館
○出席者
１１名
※第１回スポ－ツ医科学委員会に諮る内容、議題について検討し、案を本会議に付議することとした。
６月１６日（木）１９：００～ 第１回スポ－ツ医科学委員会
○会場
レンブラントホテル
○出席者
２４名
○協議内容 加盟競技団体スポ－ツ医科学活用連絡協議会について、専門部会の活動について
７月２日（土）１４：００～
ド－ピング防止研修会
○会場
アリストホテル大分
○出席者
８４名
※研修内容 アンチ・ド－ピング教育・啓発について（講師 松本循環器科クリニック院長
松本悠輝 氏）
７月１３日（水）１９：００～ 第１回九州ブロック大会・国民体育大会帯同トレ－ナ－研修会
○会場
大分県立総合体育館
○出席者
２５名
※研修内容 国体帯同トレ－ナ－としての役割（講師 理学療法士協会 髙司博美 氏）
７月２７日（水）１９：００～ 第１回加盟競技団体スポ－ツ医科学活用連絡協議会
○会場
大分市営陸上競技場
○出席者
４７名
※協議内容 医科学を活用した競技団体の実践例（講師 大分県空手道連盟 松井博照 福田浄円
大野ひかる）
９月３０日（金）１３：３０～ 第７１回国民体育大会「希望郷いわて国体」ドクターズミーティング
○出席者 ７名
※本県から麻生邦一スポーツ医科学委員会委員長をはじめ７名のドクター・トレーナー
が出席し、各県のスポーツ医科学の取り組み等について協議した。
１２月５日（月）１９：００～ 第２回加盟競技団体スポ－ツ医科学活用連絡協議会
○会場
大分県立総合体育館
○出席者
５１名
※協議内容 医科学を活用した競技団体の実践例（講師 大分陸上競技協会 宮成康蔵 氏、神戸亮介
２月２０日（月）１９：００～ スポ－ツ医科学委員会第２回部内検討委員会
○会場
スポ－ツ交流館
○出席者
１０名
※第２回スポ－ツ医科学委員会に諮る内容、議題について検討し、案を本会議に付議することとした。
３月２日（木）１９：００～
第２回スポ－ツ医科学委員会
○会場
レンブラントホテル
○出席者
２４名
○協議内容 平成２９年度重点的取組、事業計画、２９年度以降の医科学委員会について協議した。

（メディカルチェック）
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４月５日（火）１７：３０～ 優秀指定選手メディカルチェック・体力診断・栄養調査実施説明会
○会場
スポーツ交流館 会議室
○出席者
長野政康医科学委員・銅城順子医科学委員・加藤事務局長ほか事務局職員
指定競技団体（ハンドボ－ル・フェンシング・ウェイトリフティング・陸上
・ソフトボ－ル・テニス・セ－リング・自転車・空手道・カヌ－）の担当者
○協議事項 平成２８年度実施事項・実施計画について
７月２４日（日）８：００～
優秀指定選手メディカルチェック・体力診断・栄養調査
○会場
大分県地域成人病検診センタ－
○出席者
テニス競技１０名 整形外科医師 井上敏 氏（大分東部病院）、
理学療法士 久保麗奈（黒木記念病院）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 大平峰生 氏 玉井夏樹
８月２１日（日）８：００～
優秀指定選手メディカルチェック・体力診断・栄養調査
○会場
大分県地域成人病検診センタ－
○出席者
ウエイトリフティング競技８名 整形外科医師 内田和宏（大分循環器病院）
理学療法士 矢部克樹（みえ病院）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 大平峰生 氏 玉井夏樹
９月１１日（日）８：００～ 優秀指定選手メディカルチェック・体力診断・栄養調査
○会場
大分県地域成人病検診センタ－
○出席者 ハンドボ－ル競技少年女子１４名
フェンシング競技６名、
整形外科医師 赤木博安 氏（長門記念病院）、松本善企 氏（大分大学医学部病院）
理学療法士 仲村祐一 氏（中村病院）、仲摩紗希 氏（大分中村病院）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 大平峰生 氏 玉井夏樹
１１月２０日（日）８：００～ 優秀指定選手メディカルチェック・体力診断・栄養調査
○会場
大分県地域成人病検診センタ－
○出席者 陸上競技１０名 セ－リング競技１０名、
整形外科医師 市ヶ谷学 氏（市ヶ谷整形外科）、内田六郎 氏（青山整形外科）
理学療法士 神戸亮介 氏（佐藤第一病院）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 大平峰生 氏 玉井夏樹

氏

氏

氏

氏

氏）

１２月４日（日）８：００～ 優秀指定選手メディカルチェック・体力診断・栄養調査
○会場
大分県地域成人病検診センタ－
○出席者 空手道競技８名 カヌ－競技１５名、
60
整形外科医師 岡崎啓治 氏（大分循環器病院）、秦祥彦 氏（秦整形外科）
理学療法士 宮野元樹 氏（中村病院）、阿部一斗 氏（秦整形外科）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 大平峰生 氏 玉井夏樹 氏
１月２２日（日）８：００～ 優秀指定選手メディカルチェック・体力診断・栄養調査
○会場
大分県地域成人病検診センタ－
○出席者 ソフトボ－ル競技成年男子１５名、
61
整形外科医師 松本善企 氏（大分大学医学部病院）
理学療法士 高司博美 氏（大場整形外科）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 大平峰生 氏 玉井夏樹 氏
２月１９日（日）８：００～ 優秀指定選手メディカルチェック・体力診断・栄養調査
○会場
大分県地域成人病検診センタ－
○出席者 ハンドボ－ル競技少年男子１４名、自転車競技少年男子１０名
62
整形外科医師 内田 和宏 氏（大分循環器病院）、松本善企 氏（大分大学医学部病院）
理学療法士 牧 健一郎 氏（大場整形外科）、宮野 元樹 氏（中村病院）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 大平峰生 氏 玉井夏樹 氏

（スポ－ツ医科学研修講座）
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６月１１日（土）
一般財団法人大分陸上競技協会 ５９名
○会場 大分市営陸上競技場１０５・１０６会議室
○内容 こどもの陸上競技におけるスポーツ傷害
○講師 麻生 邦一 氏
７月１５日（金）
佐伯市体育協会 ８７名
○会場 佐伯市保健福祉総合センター和楽 大研修室
○内容 スポーツにおける外傷・障害について
○講師 井上 敏 氏
９月１４日（水）
大分市総合型クラブ連絡協議会 ２６名
○会場 大分東部公民館
○内容 ロコモーティブシンドロームについて
○講師 井上 敏 氏
９月１９日（月）
大分県アーチェリー協会 ３１名
○会場 ホルトホール大分
○内容 トップアスリートを目指すトレーニングとコンディショニング
○講師 石井 聡 氏
９月２４日（土）
朝地フレンドクラブ ２３名
○会場 豊後の大地
○内容 健康づくりのための運動
○講師 石井 聡 氏
１０月８日（土）
臼杵市スポーツ少年団本部 ５２名
○会場 臼杵市中央公民館 講座室
○内容 子どものスポーツ傷害 ～実態と対策～
○講師 麻生 邦一 氏
１１月３０日（水）
日田市体育協会 ８４名
○会場 日田市役所 ７階 大会議室
○内容 ケガからのスポーツ復帰
○講師 石井 聡 氏
１２月３日（土）
国東市体育協会 ２８名
○会場 アストくにさき マルチホール
○内容 スポーツと栄養・食事
○講師 銅城 順子 氏
１月８日（日）
大分県空手道連盟 ６０名
○会場 大分県立総合体育館 小体育室
○内容 レジスタンストレーニング
○講師 長野 政康 氏
１月２１日（土）
スポーツクラブHASAMA ２３名
○会場 はさま未来館２F 大研修室
○内容 「フィジカルトレーニング」～ケガをしない為のトレーニング～
○講師 石井 聡 氏
１月２２日（日）
大分県テニス協会 ２７名
○会場 大分駄原テニスコート 運営棟
○内容 テニスにおける外傷、障害の予防
○講師 井上 敏 氏
１月２３日（月）
竹田市立竹田南部中学校 ８８名
○会場 竹田市立竹田南部中学校 体育館
○内容 体幹トレーニングの重要性
○講師 石井 聡 氏
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１月２４日（火）
桃園空手道スポーツ少年団 ３１名
○会場 桃園公民館
○内容 子ども空手道のメンタルトレーニング
○講師 森 照明 氏
１月２９日（日）
わさだ夢クラブ ４０名
○会場 稙田公民館 一階「大研修室」
○内容 スポーツ障害
○講師 内田 六郎 氏
２月１８日（土）
明ゆうクラブ ６１名
○会場 新日鉄住金攻玉倶楽部 大ホール
○内容 スポーツと健康
○講師 井上 敏 氏
２月２６日（日）
おがたいきいきスポーツクラブNest
○会場 かんぽの宿 日田
○内容 体力づくり
○講師 長野 政康 氏
３月４日（土）
大分県バレーボール協会 ４７名
○会場 ホルトホール ４０２会議室
○内容 スポーツ選手に必要なお薬、サプリメントの話し
○講師 山田 雅也 氏

４２名

③スポ－ツ少年団関係
会議（県内）
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４月１０日（日）１０：００～ 大分県スポ－ツ少年団リ－ダ－会役員会
○会場
スポーツ交流館 会議室
○出席者
リ－ダ－会役員５名
○協議事項 平成２８年度事業計画について
５月１０日（火）１０：００～ 大分県スポーツ少年団委員総会
○会場
参加者２４名 大分県医師会館６階｢研修室Ⅰ｣
※平成２７年度事業報告（案）、平成２７年度収支決算報告（案）について審議･決定するとともに、
平成２７年度登録状況や平成２８年度運営方針・事業計画･予算等について説明した。
６月４日（土）１０：００～
大分県スポーツ少年団指導者協議会第１回理事会
○会場
大分県医師会館 研修室Ⅱ
○参加者
１６名
※県スポーツ少年団の登録状況や事業について平成２７年度の報告を行い、平成２８年度の計画を説明
した。
７月１０日（日）１０：００～ スポーツ少年団各種交流大会等参加者激励会
○会場
大分市営陸上競技場 １０５・１０６会議室
○参加者
３０名
※日独同時交流、シニア・リーダースクール、全国スポーツ少年大会、九州ブロックスポーツ少年大会
に参加する指導者及び団員に各大会等の内容と行程や負担金についての説明を行った。
１０月１６日（日）１０：００～ リーダー会定例会兼中間報告会
○会場
スポーツ交流館
○出席者
リーダー会員９名
※夏休みを中心に、全国や九州の各種交流大会などに参加したリーダーがその経験を報告し合った。

大分県スポーツ少年団指導者協議会第２回理事会
○会場
大分県医師会館 研修室Ⅱ
85 ○出席者
１９名
※平成２８年度登録状況や事業についての報告の後、平成２９年度の役員改選の枠組みや
手順について協議した。
３月７日（火）１０：００～
大分県スポーツ少年団常任委員会
○会場
大分市営陸上競技場 １０５・１０６会議室
１３名
86 ○出席者
※平成２８年度活動を報告した後、大分県スポーツ少年団運営方針及び平成２９年度重点的取組（案）、
事業計画（案）、収支予算（案）等について協議し、平成２９年度事業がスムーズに展開できるよう確
認した。
３月１３日（月）１０：００～
市町村スポーツ少年団事務担当者会議
○会場
県立総合体育館 研修室
87 ○出席者
１８名
※平成２８年度の大分県スポーツ少年団の登録状況及び、平成２９年度の事業計画（案）並びにスポーツ安
全保険についての説明を行った。
１０月２２日（土）１０：００～

会議（九州）
88

４月２１日（木）～２２日（金）

九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会

熊本・大分地震により中止

九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会兼指導者研究大会
博多グリーンホテル（福岡県）
宮崎 章県スポーツ少年団指導者協議会会長、御手洗くるみ県スポーツ少年団常任委員、
太田 悟事業部長
※４月の連絡会議が「熊本地震」により中止となったため、本年度初の九州ブロック会議となった。
２月９日（木）～１０日（金）
日本スポーツ少年団九州ブロック会議
○会場
八百治博多ホテル
90 ○出席者
土江晃弘本部長、宮崎 章指導者協議会会長、太田 悟事業部長
※日本スポーツ少年団が次年度事業予定などの説明を行った。また、次年度の九州ブロックスポーツ少年団
の各種大会要項等を確認した。
１１月２６日（土）～２７日（日）

○会場
89 ○出席者

会議（全国）
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５月２５日（水）１１：００～ 都道府県スポーツ少年団事務担当者会議
○会場
岸記念体育会館（東京都）
○参加者
太田 悟事業部長、小野 義一郎書記
※各都道府県のスポーツ少年団事務担当者に対して、平成２８年度のスポーツ少年団事業計画等の説明
があった。
６月３日（金）１５：００～
日本スポーツ少年団第２回常任委員会
○会場
岸記念体育会館（東京都）
○参加者
土江晃弘本部長
※九州ブロックの代表委員として、本県の土江本部長が出席した。
６月４日（土）１４：００～
日本スポーツ少年団第１回委員総会
○会場
シダックスホール（東京都）
○参加者
土江晃弘本部長
※日本スポーツ少年団事業等について、平成２７年度の報告を受け、平成２８年度の計画を審議した。
６月２４日（金）～２５日（土）
全国スポーツ少年団指導者協議会
○会場
岸記念体育会館（東京都）
○出席者
宮崎 章会長
※全体会で日本スポーツ少年団の動向等について報告を受けた後、東・中・西地区のブロックに分かれ
て地区別分散会及び研究協議を行った。
６月２６日（日）１０：３０～ 第２１回スポーツ少年団指導者全国研究大会
○会場
ホテルグランドパレス（東京都）
○出席者
宮崎 章会長、竹内 進副会長、太田 悟事業部長
※全体会での基調講演の後、分科会での研究協議に参加した。宮崎会長は運営委員として、分科会の司
会を担当した。
１１月１１日（金）１４：００～
日本スポーツ少年団第３回常任委員会
○会場
岸記念体育会館（東京都）
○参加者
土江晃弘本部長
※九州ブロックの代表委員として、本県の土江本部長が出席した。

研修（県内）
第３０回ジュニア・リーダースクール（前期）
○会場
大分市立のつはる少年自然の家
97 ○出席者
３８名
※ジュニア・リーダー資格取得のため、各単位団から推薦された５年生～中学生までの団員が
参加して研修を行った。
１１月６日（日）１３：００～
第３７回大分県スポーツ少年団指導者・母集団連帯研修会
○会場
大分市営陸上競技場１０５・１０６会議室
98
○参加者
県内スポーツ少年団指導者・母集団等関係者３４名
※指導者の資質向上を目的に研修会を実施。併せて、今年度日本スポーツ少年団顕彰団楯伝達式を行った。
１１月１９日（土）～２０日（日）
第３０回ジュニア・リーダースクール（後期）
大分市立のつはる少年自然の家
99 ○会場
○参加者
団員３５名、リーダー１５名
※前後期に参加した３１名の団員にジュニア・リーダー資格を付与した。
６月１８日（土）～１９日（日）

研修（九州）
７月２７日（水）～３０日（土） 第４８回九州ブロックスポーツ少年大会

○会場
福岡県立少年自然の家「玄海の家」（福岡県）
100 ○参加者
２１名（指導者２名、団員１９名）
※県内のスポーツ少年団から２名の指導者と４年生以上中学生までの団員１９名が参加して、九州各県
の仲間と交流した。
１１月１２日（土）～１３日（日）
九州ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会
○会場
青島青少年自然の家（宮崎県）
101
○参加者
５名（リーダー育成指導者１名、リーダー４名）
※九州各県のリーダーが集い、互いの資質向上のため研修を行った。来年度は本県で開催。

研修（全国）
９月２４日（土）～２５日（日） 日本スポーツ少年団全国リーダー連絡会

102

○会場
オリンピック青少年センター（東京都）
○参加者
２名（指導者１名、リーダー１名）
※リーダー育成担当者とリーダー会代表者の２名が参加して全国のリーダーと交流した。

事業・大会（県内）
第２５回大分県スポーツ少年団駅伝交流大会第１回実行委員会
○会場
県立総合体育館研修室
103 ○出席者
２４名
※本年度から、コースや種目を見直しての開催とするため例年１月の１回のみ開催していた実行委員会
を１１月に行った。
１月２１日（土）９：００～
第２５回大分県スポーツ少年団駅伝交流大会第２回実行委員会
○会場
大銀ドーム Ｂ１－２０３会議室
104
○出席者
１２名
※今年度から変更となるコースなどの現地下見を行い、スタート時のラインナップ順を事前抽選した。
２月１１日（土）１０：００～
第２５回大分県スポーツ少年団駅伝交流大会
○会場
大分スポーツ公園「だいぎんグラウンド」及び周辺特設コース
105 ○参加者
県下１４２団（チーム）の団員、指導者等
県内各地のスポーツ少年団から男女１４２団（チーム）が出場し、健脚を競った。
男子の部、女子の部に加えて、混成の部を新設して多くの団員が駅伝を通じて交流を深めることができた。
１１月２８日（月）１８：３０～

事業・大会（九州）
第３６回九州ブロックスポーツ少年団バレーボール交流大会
○会場
ダイハツ九州アリーナ
※大分県小学生バレーボール連盟主管の下、九州各県から２０団２７５名の参加を得て交流大会を開催
した。

８月２６日（金）～２８日（日）
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事業・大会（全国・国外・日独同時交流）
第４３回日独スポーツ少年団同時交流第１訪問県受入担当者・通訳
ミーティング
○会場
ホテルイースト２１（東京都）
○出席者
太田 悟事業部長
※担当通訳との打合せの後、ドイツ団歓迎式に参加した。
７月２６日（火）～３０日（土） 第４３回日独スポーツ少年団同時交流（受入事業）
○受入市町村
津久見市
※２６日（火）の歓迎レセプションから市内ホストファミリーによる民泊プログラムなど、津久見市
スポーツ少年団を中心に国際交流が行われた。また、２９日（金）には県教育長の表敬訪問も実施
された。
７月２７日（水）～３０日（土） 第５４回全国スポーツ少年大会
○会場
香川県立五色台少年自然センター（香川県）
○参加者
９名（指導者１名、団員８名）
※県内のスポーツ少年団から１名の指導者と４年生以上中学生までの団員８名が参加して、全国の仲間
と交流した。
７月３１日（日）～１７日（水） 第４３回日独スポーツ少年団同時交流（派遣事業）
○会場
ドイツ（バイエルン州）
○参加者
１名（下郡サッカースポーツ少年団 奈良和磨（大分高専２年生））
※日本スポーツ少年団シニア・リーダー資格を有する団員を派遣し、国際交流を図る事業。
８月４日（木）～８日（月） 日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール
○会場
国立中央青少年自然の家（静岡県）
○参加者
３名
※県リーダー会所属のリーダーから３名が参加して、リーダーとしての資質向上の研修を行った。
７月２５日（月）１６：００～
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108

109

110

111

講習会（スポーツ少年団外傷･障害防止担当者養成講習会）
５月１６日（月）１９：３０～ スポーツ少年団外傷･障害防止担当者養成講習会①
○会場
県立総合体育館 柔道場
○参加者
３４名
※本会スポーツ医科学委員会の主管で、２年目となる講習会を実施した。
６月１３日（月）１９：３０～ スポーツ少年団外傷･障害防止担当者養成講習会②
○会場
県立総合体育館 柔道場
113
○参加者
２９名
※熱中症/頭部外傷/応急処置についての講義と応急処置方法についての実技を行った。
７月１１日（月）１９：００～ スポーツ少年団外傷･障害防止担当者養成講習会③
○会場
県立総合体育館 柔道場
114
○参加者
２６名
※女性特有のスポーツ障害、スポーツと不整脈、スポーツと栄養について研修を行った。
112

１０月１７日（月）１９：００～ スポーツ少年団外傷･障害防止担当者養成講習会④

○会場
県立総合体育館 柔道場
○参加者
２４名
※こどもの上肢のスポーツ障害、上肢のコンディショニングについて研修を行った。
１１月１４日（月）１９：００～ スポーツ少年団外傷･障害防止担当者養成講習会⑤
○会場
県立総合体育館 柔道場
116
○参加者
２６名
※下肢のスポーツ障害、下肢のコンディショニングについて研修を行った。
１２月１２日（月）１９：３０～ スポーツ少年団外傷･障害防止担当者養成講習会⑥
○会場
県立総合体育館 柔道場
117 ○参加者
２７名
※体幹のスポーツ障害、体幹のコンディショニングについて研修を行い、
本年度修了者３０名に修了証を授与した。
115

７

その他本会主催会議

４月１５日（金）１４：３０～ 加盟競技団体事務局長会議
○会場
大分市 ホルトホ－ル「302･303会議室」
○出席者
４３名
○協議事項
118
○大分県体育協会運営方針について
○国民体育大会関係について
○その他
※本年度の事業がスムーズに展開できるように担当者からの説明を実施した。
１月２８日（土）１４：００～ 平成２８年加盟競技団体ガバナンス研修会
○会場
大分県教育センタ－ 講堂
119 ○参加者
７７名
※小川和茂氏（公益財団法人日本スポ－ツ仲裁機構理解増進事業専門員）による講演を行い
強化指定団体指導者が受講した。

８
120

121
122

123

９
124

125

126

127

委託事業
６月１２日（日）１３：００～ 大分県スポーツ指導者研修会（別府会場）
○会場
大分県社会教育総合センター 多目的ホール
○参加者
１０１名
※日本体育協会公認スポーツ指導者を対象に資格更新のための義務研修会を実施した。
９月～１２月
日本体育協会公認指導員養成講習会
○競技団体 バドミントン・空手道
○参加者
３１名
９月～１２月
スポ－ツリ－ダ－兼スポ－ツ少年団認定委員養成講習会
○会場 県内３市（別府・佐伯・豊後大野）
○参加者
１０１名
１２月１８日（日）１３：００～ 平成２８年度大分県スポーツ指導者研修会（大分会場）
○会場
大分県教育会館 多目的ホール
○参加者
１２１名
※日本体育協会公認スポーツ指導者を対象に資格更新のための義務研修会を実施した。

表彰関係
１０月７日（金）
生涯スポ－ツ功労者（文部科学省）表彰式
○会場
東京都中央合同庁舎第７号館
○被表彰者 小野悟（大分県ゲ－トボ－ル協会）
相馬千恵子（大分県ソフトボ－ル協会）
吉田和光（大分県総合型地域スポ－ツクラブ連絡協議会）
１１月６日（日）
日本スポ－ツ少年団顕彰事業
○会場
大分市営陸上競技場
○被表彰者 団体 豊後大野市スポ－ツ少年団
個人 大内 工（明野西少年ソフトボ－ルスポ－ツ少年団）
横田義範（杵築市スポ－ツ少年団本部）
１１月８日（火）１８：００～ 工藤秀明スポ－ツ奨励賞授与式
○会場
大分オアシスタワ－ホテル５階「孔雀の間」
○出席者 １３名（受賞者・競技団体関係者）
○被表彰者 団体 ボ－ト競技 少年女子舵手つきクォドルプル 大分県選抜
個人 ウエイトリフティング競技 成年男子９４kg級スナッチ 赤松哲郎
ウエイトリフティング競成 年男子＋１０５ｋｇ級クリーン＆ジャーク 野中雅浩
自転車競技
成年男子１ｋｍタイムトライアル 一丸尚伍
※広瀬会長より、各部門の代表者へ盾・奨励金を授与し、功績を称えた。
１２月１０日（土）
公益財団法人日本体育協会公認スポ－ツ指導者等表彰式
○会場
東京都ＴＫＰガ－デンシティ品川
○被表彰者 大河内紘昭（バレ－ボ－ル上級コ－チ）
大澤ハルヱ（バレ－ボ－ル指導員）
内田和宏（公認スポ－ツドクタ－）

２月３日（金）１３：３０～ 公益財団法人大分県体育協会表彰式
○会場
レンブラントホテル大分２階「二豊の間」
○出席者 本会役員等１８名、競技団体役員１２名、被表彰者７１名 合計１０１名
128 ○被表彰者 スポ－ツ功労者（個人）４６名・スポ－ツ功労者（団体）１３団体・スポ－ツ功労者（指導者）
３名・生涯スポ－ツ功労者３名・生涯スポ－ツ優良団体４団体
※工藤副会長より、各部門の代表者へ賞状と盾を授与し、功績を称えた。
※スポ－ツ優良生徒（高校生２５７名・中学生２２０名）については、学校で表彰を依頼した。

１０

広報関係事業

大分県体育協会要覧
＜概要＞本会定款･各種規程・本会役員･評議員･各専門委員
加盟団体名簿・本会の歩み・事業計画･決算書･事務分掌・職員一覧
129 ＜配布先＞日本体育協会、都道府県体育協会 大分県教育委員会、各教育事務所、
市町村教育委員会主管課、県立高等学校、私立高等学校、
加盟団体、本会役員･評議員･各専門委員、報道各社、賛助会員、関係機関
＜作成部数＞５００部
広報誌スポ－ツ大分
＜内容＞本会会議・事業・国体関係・各種表彰等（年４回発刊）
＜配布先＞日本体育協会、都道府県体育協会 大分県教育委員会、各教育事務所、
130
市町村教育委員会主管課、県立高等学校、私立高等学校、
加盟団体、本会役員･評議員･各専門委員、報道各社、賛助会員、関係機関
総合型スポ－ツクラブ
＜作成部数＞２，３００部
県内各種競技大会等予定表
＜概要＞加盟競技団体各種大会日程
131
＜配布先＞加盟団体、教育委員会等
＜作成部数＞２７０部

１１

募金関係事業

賛助会員制度
＜法人会員＞ ８３件 ２，３６０，０００円
132
＜個人会員＞１５３件 １，４１５，０００円
＜合
計＞２３６件 ３，７７５，０００円
自動販売機設置促進事業
＜概要＞県立総合体育館内への自動販売機設置や県内の関係団体の協力を得て事業を実施した。
133
＜設置数＞１３台
＜合 計＞７３９，０７４円

１２

その他

134 スポ－ツ関連事業後援・共催
各種大会
大分県高等学校総合体育大会
６月４日～６日
大分県下
全国高校総合体育大会
７月２８日～ ８月２０日
中国ブロック
第６９回大分県民体育大会
９月１０日～ ９月１２日
県北ブロック
全国高等学校駅伝競走大会
135 １２月２５日
京都府京都市
第３５回皇后盃全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
１月１５日
京都府京都市
第２２回天皇盃全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
１月２２日
広島県広島市
第６６回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ大会
２月５日
大分県大分市
第５９回県内一周駅伝競走大会
２月２０日～ ２月２４日
県内各コース
公益財団法人大分県体育協会加盟団体親睦ゴルフ大会大会
136 第１回親睦ゴルフ大会
１１月５日（土）大分東急ゴルフクラブ
第２回親睦ゴルフ大会
３月２５日（土）湯布高原ゴルフクラブ

参加者５２名
参加者４４名

