平成２９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。

１

理事会・評議員会・諸会議等

1 ４月１１日（火）１０：３０～ 臨時評議員会
○会場
大分県庁舎新館１４階 大会議室
臨時理事会
2 ４月２６日（水）
○書面決議
3 ４月２７日（木）１０：３０～ 評議員選定委員会
○会場
スポーツ交流館 会議室
役員等推薦委員会
4 ５月１日（月）
○書面決議
5 ５月１１日（木）１０：３０～ 臨時評議員会
○会場
大分県立図書館 第２・３研修室
6 ５月１１日（木）１４：００～ 第１回理事会
○会場
大分県消費生活・男女共同参画プラザ［アイネス]
7 ５月２６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（水）１４：００～
第２回理事会
8
○会場
大分銀行ド－ム地下１階「４０８会議室」
9 １月１２日（金）１４：００～ 第３回理事会
○会場
大分県庁舎１４階「大会議室」
３月２０日（火）１０：００～
臨時評議員会
10
○会場
大分県医師会館６階「研修室Ⅰ」
11 ３月２０日（火）１３：３０～ 第４回理事会
○会場
大分県医師会館６階「研修室Ⅱ」

２

日本体育協会・九州地区体育協会等会議

①

会議

４月６日（木）～７日（金）
第１回九州地区体育協会連絡協議会
12 ○会場
ザ・ホテル長崎ＢＷプレミアコレクション３Ｆ プレミアホ－ル
○出席者
井上倫明専務理事ほか事務局職員・体育保健課職員
４月１２日（水）
公益財団法人日本体育協会加盟団体事務局長会議
13 ○会場
東京都 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンタ－
○出席者
佐保宏二事務局長
４月１３日（木）～１４日（金）公認スポ－ツ指導者育成事業担当者会議
14 ○会場
東京都 ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンタ－
○出席者
仲摩則孝事業部長
都道府県体育協会連合会常任幹事会・日本体育協会定時評議員会
15 ６月２３日（金）
○会場
東京都 品川プリンスホテル メインタワ－３０階「ダイヤモンド３０」
１１月９日（木）～１０日（金）第２回九州地区体育協会連絡協議会
16 ○会場 鹿児島サンロイヤルホテル
○出席者 井上倫明専務理事ほか事務局職員

②

研修
１１月１６日（木）～１７日（金） 都道府県体育協会連合会事務局長研修会（西地区）

17 ○会場 別府亀の井ホテル
○出席者 井上倫明専務理事・佐保宏二事務局長他事務局職員
１２月６日（水）～８日（金） 都道府県体育協会連合会事務局職員研修会
18 ○会場
ホテルフジタ福井
○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２８日（日）
第３７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
熊本県人吉市球磨川特設カヌー競技場
※スラロ－ム・ワイルドウォ－タ－競技に男女計５名の選手が出場した。スラロ－ム成年男子（Ｋ１・
Ｃ１）、スラロ－ム成年女子（Ｋ１）の３種目で代表権を獲得した。
７月８日（土）～２３日（日） 第３７回九州ブロック大会夏季大会
○会場
長崎県・佐賀県
※第３７回九州ブロック大会夏季大会に１０競技２８種別１２３名の選手団が、第７２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２４の代表権を獲得することができた。
８月１０日（木）～２７日（日） 第３７回九州ブロック大会秋季大会
○会場
長崎県・福岡県
※第３７回九州ブロック大会秋季大会に２３競技６４種別５５７名の選手団が、第７２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１６競技２７の代表権を獲得することができた。
１２月２日（土）～３日（日） 第３７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、鹿児島県と対戦し、３－２で勝利。準決勝は、沖縄県に０－１２で敗退したが、
４年ぶりに国体への代表権を獲得した。

②

国民体育大会

第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」本大会
○参加者 本部役員２０名、監督・選手４０３名、合計４２３名
23 ※３６競技７９種別に出場し、１９競技６５種目で入賞、天皇杯得点９３６．５点をし、天皇杯順位は、
２５位であった。
※参加人数及び天皇杯得点は会期前実施競技（水泳・弓道・カヌ－スラロ－ム）を含む。
１月２８日（金）～２月１日（木） 第７３回国民体育大会冬季大会 アイスホッケ－・スケ－ト競技会
○参加者 本部役員５名、監督・選手１９名、合計２４名
24
※アイスホッケ－競技会は４年ぶりに出場、スケ－トショ－トトラックは、ショ－トトラック２種目
（５００ｍ・１０００ｍ）に出場し、参加得点２０点を獲得した。
２月２６日（月）～２８日（水） 第７３回国民体育大会冬季大会 スキ－競技会
25 ○参加者 本部役員５名、監督・選手１４名、合計１９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３０日（土）～１０月１０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（木）
第３７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
九州北部豪雨により中止
７月２５日（火）１０：００～ 第３７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２３名 監督・選手１９０名
※第３７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。
９月１日（金）１６：００～
第７２回国民体育大会会期前実施競技知事表敬訪問
○会場
大分県庁特別応接室
○出席者 ２７名
※水泳・弓道・カヌ－スラロ－ム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、
県水泳連盟の松川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、愛媛国体に向けての意識高揚を図った。
９月２２日（金）１３：００～ 第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」
大分県代表団結団壮行式・監督会議
○会場
大分県立総合体育館
○出席者 監督・選手２６５名、来賓・本会役員等３８名、合計３０３名
※結団壮行式では、来賓の二日市具正副知事、井上伸史県議会議長をはじめ競技団体役員、県体育協会
役員等「チーム大分」関係者が一堂に会し、愛媛国体に向け結団した。旗手にテニス競技少年男子の
田口涼太郎選手、決意表明は陸上競技少年女子の兒玉芽生選手、がんばろう三唱をハンドボ－ル競技
少年男子の平井徳尚監督が主導し、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７２回国民体育大会大分県代表団反省会
１1月７日（火）１６：００～ 工藤秀明スポーツ奨励賞授与式
第７２回国民体育大会大分県代表団懇談会
○会場
レンブラントホテル大分
○出席者 反省会１３４名 懇談会１４１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（３）、個人（７）名 受賞（第７１回大会１種目含）
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
※反省会では、各競技の監督から第７２回国民体育大会の成績に係る成果と課題について協議した。
工藤秀明スポーツ奨励賞授与式では、愛媛国体で優勝した団体・個人に賞状及び奨励金・記念品授与した。
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７３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１２名、来賓・本会役員等１９名、合計３１名
※結団壮行式では、来賓の二日市具正副知事、井上伸史県議会議長をはじめ競技団体役員、県体育協会
役員等「チーム大分」関係者が一堂に会し、第７３回国民体育大会冬季国体に向け結団した。旗手に
スキ－競技少年男子の佐藤浩一選手、決意表明はスキ－競技成年男子の板井元博選手が行った。
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。

国民体育大会関係及び行事

９月２９日（金）１６：００～ 第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」総監督会議
○会場
東京第一ホテル松山
32
○出席者 ２名
※井上倫明総監督、佐保宏二事務局長が参加し、会期中における留意事項等の説明を受けた。
２月２４日（土）１３：００～ 第７３回国民体育大会冬季大会 スキ－競技会 代表者会議
33 ○出席者 ２名
※住吉幸仁・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

34

35
36
37

38
39

40

４月２０日（木）１０：００～
強化指定委嘱状交付式、強化担当者会議、拠点指導者研修会
○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１２名、強化指定関係者１５９名
【少年の部（高等学校）】
【成年の部（企業･団体）】
最重点指定校 （１０校）
最重点強化団体（ ４団体）
重点強化校
（１５校）
重点強化団体 （ ２団体）
育成強化校
（３５校）
育成強化団体 （２３団体）
合計８９団体
【大分県競技力向上スーパーコーチ】
６名
・決意表明
ボ－ト競技
小川尚志監督（日田高等学校）
・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２９年度「スポ－ツ大分パワ－アップ事業」について
□拠点指導者研修会
・朝日大学保健医療学部 健康スポ－ツ科学科 白石豊教授を招いて研修会を開催
・演題「勝つために何をすべきか」
※本年度の強化指定競技関係者が一堂に会し、第７２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、今年度より拠点指導者研修会を開催し、愛媛国体に向けて
指導者の資質向上を図ることができた。
４月２１日（金）～５月１５日（月） 強化指定校激励訪問
○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。
５月１７日（水）～２５日（木） 第１回競技別強化担当者会議
※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。
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２９年度強化指定企業等２９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。
９月２日（土）～２５日（月） 第７２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
※愛媛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１４日（火）～２９日（水） 第２回競技別強化担当者会議
※第７２回国民体育大会の反省と第７３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２１日（水）１０：００～ 競技力向上委員会
○会場
大分県庁舎本館正庁ホ－ル
○出席者
２６名
※平成３０年度基本方針などを決議した。

②スポ－ツ医科学関係
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６月１６日（金）１９：００～ 第１回スポ－ツ医科学委員会
○会場
スポ－ツ交流館１階「会議室」
○出席者
８名
○協議内容 副委員長の選任、専門部会規程、臨時専門部会について承認を得た。
７月１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
７８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７日（金）１９：００～
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 研修室
○出席者
３２名
※研修内容 国体帯同トレ－ナ－としての役割（講師 大分県スポ－ツトレ－ナ－ズ協議会 牧健一郎 氏）
９月２９日（金）１３：３０～ 第７２回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」ドクターズミーティング
○会場
ひめぎんホ－ル
○出席者 ７名
※本県から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４日（月）１９：００～ 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
４３名
※協議内容 医科学の活用について（講師 大分県トレ－ナ－ズ協議会 石井聡 氏）
１２月１３日（水）１９：００～スポ－ツ医科学委員会 専門部会合同会議
○会場
大分県母子・父子福祉センタ－
○出席者
１５名
※スポーツ医科学専門部会の取り組みについて協議した。
１月１７日（水）１９：００～ スポ－ツ医科学委員会 メディカルサポ－ト部会会議
○会場
スポ－ツ交流館１階「会議室」
○出席者
９名
○協議内容 ３０年度事業計画、問診票改訂について協議した。

２月２７日（火）１９：００～ スポ－ツ医科学委員会 第１回臨時専門部会
○会場
スポ－ツ交流館
○出席者
８名
※スポ－ツトレ－ナ－等の公認制度に関する方向性について協議した。
２月２８日（水）１９：００～ スポ－ツ医科学委員会研修部会
○会場
スポ－ツ交流館
49
○出席者
６名
※平成３０年度事業計画について協議した。
３月１日（木）１９：００～
第２回スポ－ツ医科学委員会
○会場
スポ－ツ交流館
50
○出席者
８名
○協議内容 平成３０年度重点的取組、事業計画などを協議した。
３月１３日（火）１９：００～ スポ－ツ医科学委員会 第２回臨時専門部会
○会場
スポ－ツ交流館
51
○出席者
９名
※スポ－ツトレ－ナ－等の公認制度に関する方向性について協議した。
48

（メディカルチェック）
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４月４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・佐保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２９年度実施事項・実施計画について
４月２３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 セ－リング競技１０名、
整形外科医師 岡﨑啓治 氏（大分循環器病院）
理学療法士 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
５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 カヌ－競技１５名
整形外科医師 岡崎啓治 氏（大分循環器病院）、田畑知法（大分大学医学部病院）
理学療法士 阿部一斗 氏（しん整形外科）、領家健之助 氏（しん整形外科）
（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
７月２３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 整形外科医師 内田和宏 氏（大分循環器病院）、
理学療法士 中村祐一（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
８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
空手道競技８名 整形外科医師 秦祥彦 氏（しん整形外科）
理学療法士 阿部一斗（しん整形外科）
（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
９月１０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
フェンシング競技６名、
整形外科医師 井上 敏 氏（大分リハビリテ－ション病院）
理学療法士 久保 麗奈 氏（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 玉井夏樹 氏
１１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 陸上競技１０名 ハンドボ－ル競技１４名、
整形外科医師 内田六郎 氏（青山整形外科）、赤木博安 氏（佐伯長門記念病院）
理学療法士 藤野毅 氏（大場整形外科）、原田拓也 氏（大分大学医学部付属病院）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 玉井夏樹 氏
１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 ソフトボ－ル競技成年男子１５名、
整形外科医師 松本善企 氏（うすきコスモス病院）理学療法士 矢部克樹 氏（みえ病院）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 玉井夏樹 氏
２月１８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 自転車競技少年男子１０名
整形外科医師 内田 和宏 氏（大分循環器病院）理学療法士 阿部一斗 氏（しん整形外科）
（センタ－職員）長野政康 氏 銅城順子 氏 石井聡 氏 玉井夏樹 氏

（スポ－ツ医科学研修講座）
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６月１７日（土）
一般財団法人大分陸上競技協会 ９０名
○会場 大分市営陸上競技場
○内容 スポーツを行うこどもの外傷・障害予防
○講師 井上 敏 氏
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７月１日（土）
おがたスポーツクラブ「ネスト」 ５４名
○会場 緒方公民館ホール
○内容 スポーツと栄養・食事
○講師 銅城 順子 氏
７月１４日（金）
竹田市立竹田南部中学校 １４３名
○会場 竹田市立竹田南部中学校
○内容 スポーツ栄養とからだづくり
○講師 銅城 順子 氏
７月１９日（水）
大分県グラウンド・ゴルフ協会 ７１名
○会場 大分市営陸上競技場
○内容 高齢者スポーツの健康づくり
○講師 石井 聡 氏
７月２１日（金）
佐伯市体育協会 ８３名
○会場 佐伯市保健福祉総合センター
○内容 スポーツパフォーマンスと噛み合わせの関係について
○講師 保科 早苗 氏
７月２７日（木）
桃園空手道スポーツ少年団 ３０名
○会場 大分東部公民館
○内容 空手のメンタルトレーニング
○講師 森 照明 氏
８月４日（金）
一般社団法人大分県サッカー協会 ３６名
○会場 上ノ原サッカー場管理棟
○内容 ドーピング防止の基礎知識
○講師 山田 雅也 氏
９月１６日（土）
中津市空手道連盟 ３６名
○会場 修武館
○内容 食事と栄養
○講師 平川 史子 氏
９月２３日（土）
朝地フレンドクラブ ２２名
○会場 朝地公民館ホール
○内容 健康づくりのための運動
○講師 石井 聡 氏
１０月８日（日）
大分県アーチェリー協会 ２４名
○会場 ホルトホール大分
○内容 肩～腕の障害予防と機能向上
○講師 河野 礼治 氏
１２月３日（日）
国東市体育協会 ３１名
○会場 アストくにさきマルチホール
○内容 肩こり・腰痛予防体操
○講師 石井 聡 氏
１２月４日（月）
日田市体育協会 ８１名
○会場 日田市役所
○内容 中高年の体力づくり
○講師 長野 政康 氏
１２月２３日（土）
大分舞鶴高校硬式テニス部 ３０名
○会場 大分舞鶴高校而立会館
○内容 アスリートの食事と栄養
○講師 久保 麗奈 氏
１月８日（祝・月）
大分県空手道連盟 ９２名
○会場 大分県立総合体育館
○内容 ベーシックスクワットとその応用
○講師 長野 政康 氏
１月１３日（土）
スポーツクラブＨＡＳＡＭＡ ２２名
○会場 はさま未来館
○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（日）
ＮＰＯ法人賀来衆倶楽部 ２４名
○会場 賀来校区公民館
○内容 健康づくりと食事
○講師 銅城 順子 氏
１月２９日（月）
わさだ夢クラブ ３０名
○会場 稙田市民行政センター
○内容 生活習慣病と食事
○講師 銅城 順子 氏
２月１１日（日）
大分県カヌー協会 ２６名
○会場 大分舞鶴高校
○内容 効果的な体の動かし方
○講師 髙橋 隆一 氏
２月１８日（日）
大分県テニス協会 ３０名
○会場 大分スポーツ公園だいぎんテニスコート管理棟
○内容 ドーピングの基礎知識
○講師 山田 雅也 氏
２月２４日（土）
明ゆうクラブ ２０名
○会場 新日鐵住金攻玉倶楽部
○内容 スポーツと栄養・食事
○講師 銅城 順子 氏

③スポ－ツ少年団関係
会議（県内）
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４月９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7名
○協議事項 平成２９年度事業計画について
５月８日（月）１０：００～
大分県スポーツ少年団委員総会
○会場
参加者２２名 大分県教育センタ－
※平成２８年度事業報告（案）、平成２８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２８年度登録状況や平成２９年度運営方針・事業計画･予算等について説明した。
５月２０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
大分銀行ドーム ４０６会議室
○参加者
２５名
※県スポーツ少年団の登録状況や事業について平成２８年度の報告を行い、平成２９年度の計画を
説明した。
５月３０日（火）１４：００～ 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担当市町村説明会
○会場
スポーツ交流館
○参加者
５名
※平成２９年度の主管となる５市町村担当者に対して、事業実施に係る書類作成や実際の運営等に
ついて説明した。
７月８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
ホルトホール大分 セミナールーム
○参加者
２８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１５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、日独交流や全国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。
１０月２８日（土）１０：３０～ 大分県スポーツ少年団指導者協議会第２回理事会
○会場
ホルトホール大分３０３会議室
○出席者
１８名
※大分県スポーツ少年団駅伝交流大会の要項、指導者協議会規約の見直しについて協議した。
２月１６日（金）１３：３０～ 平成３０年度第１６回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会
に係る宿泊関係業務委託業者選定委員会
○会場
大分県立総合体育館スポーツ交流館
○出席者
５名
※参加業者からの企画書提案後、平成３０年度第１６回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会に係る
宿泊関係業務委託業者について審議し、候補者の決定を行った。
２月２８日（水）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
○出席者
１５名
※平成２９年度の大分県スポーツ少年団の登録状況及び、平成３０年度の事業計画並びに
スポーツ安全保険についての説明を行った。
３月８日（木） １０：００～ 大分県スポーツ少年団常任委員会
○会場
大分県教育センター 小研修室５
○出席者
１１名
※平成２９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３０年度重点的取組
事業計画、収支予算等について協議し、平成３０年度事業がスムーズに展開できるよう確認した。

会議（九州）
４月２０日（木）～２１日（金） 九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会
○会場
宮崎市 ホテルメリ－ジュ
91 ○出席者
土江晃弘本部長 仲摩則孝事業部長
※平成２８年度九州ブロックスポ－ツ少年団連絡協議会決算及び平成２９年度予算について、
審議、決定した。
１１月２５日（土）～２６日（日） 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
○会場
ホテルメリージュ（宮崎県）
○出席者
竹内進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、
92
仲摩則孝事業部長、荒金詞音書記
※日独同時交流事業に係る日体協への要望事項や平成３０年度以降の九州ブロックスポーツ少年団競技別
交流大会のあり方について協議した。
１月２５日（木）～２６日（金） 日本スポーツ少年団九州ブロック会議
○会場
ホテルメリージュ（宮崎県）
93 ○出席者
牧和志本部長、竹内進指導者協議会会長、仲摩則孝事業部長
※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。

会議（全国）
４月２４日（月）
第１回スポ－ツ少年団常任委員会
○会場
岸記念体育会館（東京都）
94 ○出席者
土江晃弘本部長
※日本スポ－ツ少年団次期常任委員会候補者について、日本スポ－ツ少年団次期専門部会及び
プロジェクト等の編成等について審議し、決定した。
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５月２４日（水）
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
仲摩則孝事業部長、荒金詞音書記
※各都道府県のスポーツ少年団事務担当者に対して、平成２９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（土）
日本スポーツ少年団第１回委員総会
○会場
TKPガーデンシティ渋谷（東京都）
○参加者
牧 和志本部長
※日本スポーツ少年団事業等について、平成２８年度の報告を受け、平成２９年度の計画を審議した。
６月１６日（金）・１７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
竹内 進会長
※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１８日（日）
第２２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
竹内 進会長、熊谷哲朗氏
※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。

研修（県内）
６月１０日（土）・１１日（日） 第３１回大分県スポ－ツ少年団ジュニア・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
○出席者
４０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５日（日）１３：３０～ 第３８回大分県スポーツ少年団指導者・母集団連帯研修会
○会場
コンパルホール視聴覚室
100
○参加者
県内スポーツ少年団指導者・母集団等関係者４０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１８日（土）～１９日（日） 第３１回大分県スポーツ少年団ジュニア・リーダースクール（後期）
○会場
大分市立のつはる少年自然の家
101
○参加者
団員４７名、リーダー１１名
※前後期に参加した３６名の団員にジュニア・リーダー資格を付与した。

99

研修（九州）
８月６日（日）～８日（火）
第４９回九州ブロックスポーツ少年大会
102 ○会場
宮崎県青島青少年の家
※台風接近のため中止
１０月２１日（土）～１０月２２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
大分市立のつはる少年自然の家
103 ○出席者
２８名
※九州各県のリーダ会代表者が参加し、「ＡＣＰ（アクティブチャイルドプログラム）の効果的活用につい
て」をテーマに、講義や実践を行った。

研修（全国）
９月３０日（土）～１０月１日（日） 日本スポーツ少年団全国リーダー連絡会

104

○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）
１１月２８日（月）１８：３０～ 第２６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
大分市営陸上競技場 １０５・１０６会議室
○出席者
２１名
※第２６回大分県スポーツ少年団駅伝交流大会開催要項、大会予算、コース等について協議した。
１月１９日（金）１８：３０～ 第２６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
大分市営陸上競技場 １０５･１０６会議室
106
○出席者
１６名
※今年度変更となった競技規則や実行委員の係分担の確認を行い、ラインナップ順を事前抽選した。
１月２７日（土）１０：００～ 第２６回大分県スポーツ少年団駅伝交流大会代表者会議
○会場
大銀ドーム Ｂ２－４０６会議室
107
○出席者
牧和志本部長他、１３８団の代表者
※スムーズな運営に資するため、大会の競技方法や会場使用についての確認事項や伝達事項などを説明した。
２月１１日（日）９：３０～
第２６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
108 ○参加者
県下１３５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１３５団（チーム）が出場し、健脚を競った。
競技の枠を越え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。
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事業・大会（九州）
８月２５日（金）～２７日（日） 第３７回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会
109 ○会場
大分スポーツ公園 だいぎんサッカー・ラグビー場
※大分県サッカー協会主管の下、九州各県から１６団２８１名の参加を得て交流大会を開催した。

事業・大会（全国・国外・日独同時交流）
110

111

112

113

７月２８日（金）～３１日（月） 第５５回全国スポーツ少年大会
○会場
国立妙高青少年自然の家（新潟県）
○参加者
６名（指導者１名、団員５名）
※県内のスポーツ少年団から１名の指導者と中学生から高校生までの団員５名が参加して、全国の仲間
と交流した。
７月３１日（月）～８月１７日（木） 第４４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
２名（下郡女子サッカースポーツ少年団 村上平師、城南少女フットベースボール
スポーツ少年団 藤原あみ）
※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１日（火）～５日（土）
第４４回日独スポーツ少年団同時交流（受入事業）
○受入市町村
大分市
※１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、大分市スポーツ
少年団を中心に国際交流が行われた。また、２日（水）には県教育長の表敬訪問も実施された。
８月３日（木）～７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
４名
※県リーダー会所属のリーダーから４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。

講習会（スポーツ少年団外傷･障害防止担当者養成講習会）
114

115

116

117

118

119

７

５月１５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
４７名
※本会スポーツ医科学委員会の主管で、３年目となる講習会を実施した。
６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②
○会場
県立総合体育館 柔道場
○参加者
４１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１０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
○参加者
３９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。
１０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④
○会場
県立総合体育館 柔道場
○参加者
３５名
※体幹のスポーツ外傷・障害、体幹のコンディショニングについて研修を行った。
１１月１３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
○参加者
２５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１１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
○参加者
３４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３４名に修了証を授与した。

その他本会主催会議

４月１４日（金）１４：３０～ 加盟競技団体事務局長会議
○会場
大分市 大分銀行ド－ム「Ｂ1－406会議室」
○出席者
３９名
○協議事項
120
○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
※平成２９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。
１１月１２日（日）１４：００～ ガバナンス研修会
○会場
大分県教育センター講堂
121
○参加者
県内スポーツ少年団指導者等４０名
※指導者の選手への暴力や体罰の根絶に向け、「アンガーマネージメント」の視点から研修を行った。

８
122

123

124
125

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
別府市中央公民館 講座室
○参加者
１０７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。
１２月３日（日）１３：００～ 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
１５７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～１０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（日出・臼杵・竹田）
○参加者
８１名
９月～２月
日本体育協会公認指導員養成講習会
○競技団体 ソフトテニス・軟式野球
○参加者
２１名

９
126

127

128

129

130

表彰関係
１０月６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 土谷信也（豊後高田市空手道連盟会長）
竹枝 摂（別府市軟式野球連盟事務局長）
１０月２７日（金）１６：００～ 工藤秀明スポーツ奨励賞選考委員会
○会場
スポ－ツ交流館
○出席者 ５名
※選考委員５名が参加し、今年度の受賞者を決定した。
１１月５日（日）
日本スポ－ツ少年団顕彰事業
○会場
コンパルホ－ル
○被表彰者 団体 宇佐市スポ－ツ少年団
個人 山野内哲朗（南大分サッカ－スポ－ツ少年団）
１２月９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 池田一彌（バレ－ボ－ル指導員）
内田六郎（公認スポ－ツドクタ－）
１月２６日（金）１５：００～ 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１６名、競技団体役員１１名、被表彰者７４名 合計１０１名
○被表彰者 スポ－ツ功労者（個人）５７名・スポ－ツ功労者（団体）１５団体・スポ－ツ功労者（指導者）２名
生涯スポ－ツ功労者５名・生涯スポ－ツ優良団体３団体
※広瀬会長より、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２６９名・中学生２２９名）については、学校で表彰を依頼した。

１０

広報関係事業

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、
131
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＞２，２００部

１１

募金関係事業

賛助会員制度
＜法人会員＞ ７９件 ２，２４０，０００円
132
＜個人会員＞１９２件 １，５９５，０００円
＜合
計＞２７１件 ３，８３５，０００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＞６５９，９４４円

１２
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135

136

137

138

139

140

その他

５月９日（火）１０：００～
会計監査
○会場
スポーツ交流館 会議室
○出席者
東正吾監事、矢部正秋監事
※平成２８年度事業及び予算執行について、通帳及び関係書類を提示し会計監査を受けた。
６月１１日（日）１６：００～ 広瀬会長と競技団体との懇談会
○会場
知事公舎「中庭」
○出席者
８２名
※広瀬会長と競技団体関係者の懇談会を開催し、愛媛国体に向け、士気を高めることができた。
１１月１日（水）
スポ－ツ安全協会第４０回九州ブロック支部会議
○会場
アリストンホテル大分
○出席者 井上倫明専務理事他事務局職員
※スポ－ツ安全協会の現状と課題等について協議した。
１１月１１日（土）～１２日（日） 九州ブロック クラブネットワークアクション２０１７
○会場
沖縄県立武道館（沖縄県）
○参加者
鈴木基史クラブアドバイザー
※総合型地域スポーツクラブの連携強化を目的に、毎年九州各県の持ち回りで開催している。
１１月２３日（祝・木）
総合型地域スポ－ツクラブ交流会（第１３回）
○会場
大分県立総合体育館
○参加者 約１，３００名
※県民の方々が総合型地域スポ－ツクラブへの理解を深める契機とすることをねらいとし、健康寿命
延伸に有効な「貯筋運動」や２０１９年に本県で開催される「ラグビ－ワ－ルドカップ」ＰＲの
ラグビ－体験など盛りだくさんのプログラムで参加者が交流した。
１月２５日（木）～２６（金） スポーツ安全協会第４８回全国支部（事務主任者）会議
○会場
ＮＳ虎ノ門ビル １１Ｆ（ＡＰ新橋虎ノ門 Ａルーム）（東京都）
○出席者
首藤暢子書記
※平成３０年度スポーツ安全保険・事務処理・普及活動等について確認した。
２月２日（金）
生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１８
○会場
グランドプリンスホテル広島
○出席者
鈴田夢希書記
※産民官学が集結し、スポーツの更なる発展について検討した。

２月２３日（金）
スポーツ安全協会全国支部長会議
○会場
東京ガーデンパレス（東京都）
○出席者
井上倫明支部長
※平成３０年度の事業計画、収支予算等について協議した。
142 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３日～５日
大分県下
全国高校総合体育大会
７月２８日～ ８月２０日
南東北ブロック
第７０回大分県民体育大会
９月９日～ ９月１１日
県北ブロック
全国高等学校駅伝競走大会
143 １２月２４日
京都府京都市
第３６回皇后盃全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
１月１４日
京都府京都市
第２３回天皇盃全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
１月２１日
広島県広島市
第６７回別府大分毎日ﾏﾗｿﾝ大会
２月４日
大分県大分市
第６０回県内一周駅伝競走大会
２月１８日～ ２月２３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
５月２７日（土）三重カントリ－クラブ 参加者 ３７名
144 第１回親睦ゴルフ大会
第２回親睦ゴルフ大会
１１月１１日（土）ロ－レル日田カントリ－クラブ 参加者 ４５名
第３回親睦ゴルフ大会
３月１７日（土）久住高原ゴルフ倶楽部 参加者 ４１名
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