
平成28年度公益財団法人高知県体1育協会事業報告

基 本 方 針

公益財団法人高知県体育協会 (以下、「本会」という。)は、平成 24年度から公益法人として、

よリー層公益性と透明性を高め、本県スポーツの統括団体としてスポーツの果たす社会的役割の重

要性を認識し、加盟団体及び関係機関と連携を密にし、本県スポす̂ツの推進と県民の体力向上に寄

与することを目的とする。

重′像努力目標

1 「公益法人」として模範的な体育協会を目指すとともに、各加盟団体と連‐絡を密にして、組織 ,

事業1内容・会計等の見直しを積極的に行い、よリー層公益性・透明性を高める。

2 平成27年に高知県では 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会が決定したこの機会

をとらえ、本県スポーツの裾野の拡充からトップ選手のさらなる育成に向け、「スポーッ推進

プロジェクト」の推進を掲げた。本会としても、この一役を担うべく役害1を しつかりと認識し、

県及び各競技団体と連携し、成功に向け務める。

3 各競技団体と連携・協力して、互いの活動状況を評価することにより、個を正し、よリー層競

技力向上に向け努力する。

4 各競技種目の戦力強化を図るため、優秀な指導者や優秀なチーム (選手)を積極的に活用し、

競技団体全体の指導力の底上げを計画的かつ積極的に推進する。

5 医。科学的サポー ト体制の確立を目指t、 選手の健康管理及び科学的 トレーニングが有効に実

践できるよう努力する。

6 スポーツの楽しさや喜びを享受させることにより、次代を担う青少年の健全育成に努める。

7 県民一人ひとりがスポーツに親しむことのできるスポーツライフの実現に向け、各地区の指導

者の育成に努める。

事 業 内 容

I。 国民体育大会支援事業 【公 1】

日本国民のスポーツの祭典である1国民体育大会の四国ブロック大会や本大会に監督・選手を派遣

することにより、競技力の向上を図り、その活躍により、県民の希望と活力に満ちた生活に寄与す

る事業である。このため、「国民体育大会派遣事業Jと 「選手強イーヒ育成事業」を実施した。

1.国民体育大会派遣事業

「本大会」「冬季大会」へ監督及び選手等を派遣するとともに、派遣に伴う諸事業を実施c

(1)国民体育大会派遣事業

国民体育大会 (本大会、冬季大会、ブロック大会)に役員、監督、選手等を派遣。
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①第 71回国民体育大会いわて国体への派遣

○期間 本大会 平成 28年 10月 1日 (土)～ 10月 11日 (火 )

会期前  〔水泳〕平成 28年 9月 4日 (日 )～ 11日 (日 )

〇場所 岩手県

○派遣人数 本部役員 24名、監督 46名 、選手 290名 合計 360尾

(正式競技 30競技)

②第 72回 1国民体育大会冬季大会 (ながの銀嶺国体)への派遣

○スキー競技

・期間 平成 29年 2月 14ヨ (火)～ 17日 (金 )

・場所 長野県

・派遣人数 本部役員 4名、監督 2名 、選手 7名‐ 合計 13名

③国体予選会 (ブ ロック大会)への派遣

○なぎなた競技、空手競技、卓球競技他 計 26競技

・期間 平成 28年 6月 26澤 (日 )～ 8月 28日 (日 )

・場所 番川県

○カメー競技 (ス ラローム/ワイル ドウォーター)

。期間 平成 28年 7月 10日 (日 )

・場所 高知県

〇水泳競技 (シ ンクロナイズ ドスイミング)

。期間 平成 28年 7月 16口 (土)～ 17日 (日 )

。場所 岡山県

○山岳競技

・期間 平成 28年 7月 16日 (上)～ 17日 (日 )

。場所 愛媛県

○ボー ト競技

・期間 平成 28年 7月 23日 (土)～ 24日 (日 )

・場所 愛媛県

○サッカー競技

。期間 平成 28年 8月 19日 (金)～ 21日 (日 )

・場所 徳島県

○ライフル射撃競技

・期間 平成 28年 8月 20日 (土)～ 21日 (日 )

・場所 愛媛県

Olll道競技

・期間 平成 28年 8月 21日 (日 )

・場所 愛媛県

○体操競技 (新体操)

・期間 平成 28年 8月 27日 (土)～ 28日 (日 )

。場所 愛媛県
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(2)国民体育大会関係事業

総監督会議、現地激励会、結団式・壮行会等国民体育大会に関する諸事業を実施。

○結団式・壮行会

。会期前結団式・壮行会  【参加者総数約 40名 (選手団 13名 )】 (水泳競技のみ)

期目 平成 28年 8月 26日 (金 )

場所 高知共済会館 3階  「藤」

。本大会結団式・壮行会 【参力‐日者総数約 300名 (選 手団 229名 )】

期日 平成 28年 9月 25日 (日 )

場所 高知県立県民文化ホール  「グリーンホール」

・冬季大会結団式 ■壮行会 【参加者総数約 30名 (選手団 9名 )】

期目 平成 29年 2月 6日 (月 )

場所 高知県庁西庁舎 2階 教育委員室

○現地激励

。会期前 (水泳競技)

期FH5 平成 28年 9月 4日 (曰 )～ 10日 (上)

場所 岩手県

。本大会

期間 平成 28年 10月 1日 (土)～ 10月 11日 (火 )

場所 岩手県

。冬季大会

期FHD 平成 29年 2月 14目 (火)～ 17日 (金)

場所 長野県

(3)ア ンチ・ ドーピング教育・啓発事業

国体選手のドーピングやスポーツ傷害等について、スポニツドクター、 トレーナー、薬剤

師等の組織で構成する県体育協会のスポーツ医・科学委員会が選手・監督及び関係者に指

導 ,助言を実施。

○平成 28年度第 1回アンチ・ ドーピング研修会

・期日 平成 28年 7月 2日 (土)

。会場 高知ぢばさんセンター 2階 研修室 1

・テ ー マ  「うっかリドーピングに気をつけて～身近にあるドーピングの話し～」

・講師 谷口 雅― (に しもり薬局神田支店)

。参加者数 62名
○平成 28年度第 2回アンチ 。ドービング研修会

'期 日 平成 28年 9月 25日 (的

,場所 高知県立県民文化ホール  「グリーンホール」

●テ ー マ  「国体とアンチ・ ドーピングについて」

。講師 上国 英輝 (社会医療法人近森会近森病院)

・参力E者数 約 200名
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2.選手強化育成事業

(1)競技力向上対策事業

40競技団体に選手の強化・育成を図るための事業費の補助を行った。

また、11月 上旬からlヶ 月間高知市内の会議室にて、競技団体とのヒアリングを通して

現状の反省と今後の課題の具体化に努め、競技者育成プログラムの作成促進を行つた。

あわせて、次年度に向けた事業補助にZ、要な内容を確認した。

Ⅱ.スポーツ普及促進事業 【公 21

県民のスポーツ活動の頭彰、指導者の養成、青少年スポーツの育成、生涯スポーツの推進など、

広くスポーツの普及支援を行うことにより、県民の生涯にわたるスポーツの推進を図った。

そのため、「スポーツ活動の推進及び顕彰事業J、
「スポーツ指導者育成事業」、「青少年スポーツ

育成事業」、「生涯スポーツ推進事業Jの 4事業を実施。

1.ス ポーツ活動の推進及び顕彰事業

県民の体力の維持増進には、身体的活動とそれを支える精神面の強さが必要である。これら

の実践に向け、個人に合つたライフスポーツの紹介、支援を行う。また、自頭の努力・成果

を享受させる意,思の頭彰事業を行った。

(1)県民スポーツ推進事業

①県民スポーツフェスティバルの開催

県内 7市町村の各会場 (17施設)で 32競技を開催し、県内31市町村から3,268
名の参加があった。

②高知スポーツ午鑑の編集・配布

54カE盟競技団体から提出のあった年間活動のまとめを編集し、「高知スポーツ年鑑Jを

170部製本し、関係機関に配布した。

(2)顕彰事業

加盟競技団体等において県内在住者及びふるさと選手 (国体参加)を対象に、体育・スポ

ーツの振興に顕著な功績のあつた功労賞4名、指導育成賞 1洛 、最優秀賞(個人)2名 、最優

秀賞(団体)1団体、優秀賞(個 人)76名 、優秀賞(団の 21団体、奨励賞(個人)18名 、合計

123件を表彰した。

・期日 平成 29年 3月 5日 (日 )

。会場 高知市春野文化ホール ピアステージ

2‐ スポーツ指導者育成事業

競技別の専門的な高いコーチング能力を持ち、各年代別や競技レベル及び志向頻度に応じた

適切な指導者を育り丸

(1)ス ポーツ指導者養成講習会事業

公認スポーツ指導者制度に基づき、本会が「共通科目」、加盟競技団体が 「専門科目」の|

講習会を実施し、合格者に対して日体協により資格認定が行われる。日体協からの委託金

及び加盟競技団体の自主財源で実施。
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〇公認指導員養成講習会

実施団体 : 1団 :体 (高1知県軟式野球連盟)

時  期 : 平成 28年 11月 26日 ～平成 29年 1月 29日 (5日 間)

場  所 : 高知市総合運動場野球場ほか

参 加 者 : 10名
〇公認上級指導員養成講習会は実施希望がなく未実施。

(2)ス ポーツ指導者研修会事業

公認スポーツ指導者資格の有効期限は4年と定められている。資格更新には 4年に 1度再

受講が必要であり、このための研修会を3回実施。日体協の委託金と本会の自主財源及び

高知県スポーツ指導者協議会の協賛を得て行つた。

○平成 28年度第 1日高知県スポーツ指導者研修会

期  日:平成 28年 6月 12日 (日 )

会  場 :高知会館 「飛,動

講 義 I:「技術の向上につなげるコミ・Lニケ~シヨンスキルJ

講  師 :田 中 守

(清水1隆―コーチングカレッジ株式会社 主任コーチビジネスファシリテーター)

講 義 Ⅱ :「プレーャーと指導者の望ましい関係」

講  師 :吉田 繁敬 (アイ・プラス株式会社代表取締役)

参加人数 :111名
○平成 28年度第 2回高知県スポーツ指導者研修会

期  日 :平成 28年 11月 6日 (日 )

(清水隆一コーチングカレッジ株式会社 主任コーチビジネスファシリテーター)

講 義 E:「スポーツと栄養 ～サプリメントの理解を深める～」

講
‐  師 :大坪 豊寿 (田 中整形外科病院 管理栄養士・スポーツ栄養士)

参力‖人数 :77名

○平成 28年度第 3回高知県スポーツ指導者研修会

期  日:平成 29年 2月 12日 (日 )

会  場

講 義 I

講  師

会  場

講 義 I

講  師

講 義 Ⅱ

講  師

高知会館 「飛鳥J

「暴力根絶を目指す指導者の為のコミュニケーシヨンJ

田中 守

高知県教育センター分館 大講義室

「スポーツの指導を考える～暴力・体罰は必要か?～ J

野地 照樹 (国立大学法人高知大学 特任教授)

「女性とスーポーツ～思春期女子団員の健康管理～」

滝川稚也

(独立行政法人国立病院機構 高知病院 産科婦人科医・スポーツドクター)

参加人数 :84名
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3青少年スポーツ育成事業

事 業 内 容 平成1月 1 日 晴甲|～ 1平 成1月 1 日 曜日 場 等
指導者

(参 加者)

園員
(参 加者)

スポーツ少年大会事業

高知市 :県 立春野総合運動公園他

高知市 :高知市総合体育館

563

30

3.0161第 25回高知県スポーツ少年団総合交流大会

1第 14回 全国スホ
・―ツ少年団ハレーホ・―ル交流大会高知県選考会

2814'29 金 |～ ‐2815‐ 8 日

28¬ 1 27 日| | | |
スポーツ少年団指導者活動事業

1全 国スポーツ少年団指導者協議会

四国ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会

28 6125土

281213 土

～ 28 6126 日

～ 128 121 4 日

東京都 :岸記念体育会館

愛媛県 :にぎたつ会館

1

3

ス7Ft―ツ少年団指導者育成事業

.第 21回 スポーッ少年団指導者全曇研究大会 281 6126 日 東京都 :ホテルグランドパレス 1

スポーツ少年団認定員養成講習会事業

第1回高知県スホ'一ツリーター養成議習会業認定員養成講習会

第2回高知県スホ
・―ツリーダー養成講習会東認定員養成講習会

28 6:18土 ～ 1281 6 1191日 四万十市 :四 万十市立中央公民館

2810 221■ ～ 128 10‐ 23 日 の`IBI:県 立高知青少年の家

四国スポーツ少年団交流事業

|四 国ブロック軟式野球交流大会兼全国大会四国フ・ロック予選会

|四 国ブロックサッカー交流大会

四国ブロックミニ・バスケットボール交流大会

四ERIブロックパレーボール交流大会

一土

土

一■

一土

一
２５

２

一
２３
一
６

一
６‐

卜
一
卜
一
８‥

一
２８

２８

一
銘

一
２８

～ 28 6126日

～ 128,71 3 日

～ 128171241日

～ 128‐ 81 7 日

香川県:綾 |:!町ふ、れあい運動公園野球場他

愛媛県 :愛媛県総合運動公園

徳島県 :松茂町体育館

8

6

6

17(10)

28

27

28

63(33)高知市 :高知市総合体育館

第2回高知県スポーツ少年団リーダー研修会

全国スポーツ少年団リーダー連絡会

熙国ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会

一土

一水

一

９

一

３ ～ 28 815 金

香南市 :県 立青少年センター

徳島県 :徳島県立牟岐少年自然の家

番南市 :県立青少年センター

番南市 :県 立青少年センター

東京都:国立オリンヒック記念青少年総合センター

徳島県:と くぎんトモニプラザ

香南市:県立青少年センター

1

1

1

27

9

29

33

1

7

17

28 8123火

28 8123火

2819124 土

2811 26土

～ 28:8125本

～ 288 25木
～ 28 9125 日

～ 2811127日

第3回高知県スポーツ少年団リーダー研修会 29121261日

全国スポーツ少年大会事業

:第 54回 全国スホ
・―ツ少年大会

1第 39回 全国スポ…ツ少年団剣道交流大会

,第 14回全国人ホ
・―ツ少年団ハ'レー本

・―ル交流大会 (女子)

28 7 28木

2913 251土

29 8125‐ 土

～ 28 71311日

～ 29 31271月

～ 29 31281火

香川県 :サンポートホール高松他

愛知県 :愛知県武道館

福井県:サンドーム福井他

1

1

3

８

一
７

一
「

日独スポーツ少年団同時交流事業

,第 43回 日独同時交流ドイツ団受入

1第43回 日独同時交流団員派遣

1第 44回 日独同時交流ドイツ派遣団員及び指導者選考会

28 7130■

281 7131 日

2913 17.金

～ 28 8131水
～ 288■ 7水

高知県 :宿 毛市

ドイツ各地

高知市 :県 庁西庁舎

1

1

10

2

1

市町村スポーツ少年団育成事業

高知県スポーツ少年団事務担当者会 28 416 水 高知市 :高 知市総合体育館

スポーツ少年国関係事業

1第 1回高知県スポーツ少年団総務企画部会 高知市 i県 庁西庁舎2814126火
1第 1回 高知県スポーツ少年団常任委員会

1第 1回 高知県スポーツ少年団役員総会

:四 国フロックスホーツ少年団連絡会議並びに指導者協議会

1日 本スポーツ少年団事務担当者会議

1第 1回 日本スポーツ少年団委員総会

281519 月

28519 月

2815110‐ 火

28525水

281614‐ 土

高知市 :高 知会館

高知市 :高知会館

愛媛県 iひ めぎんホール別館

東京都 :岸記念体育館

東京都 :澁谷シダックスホール

1第 2回高知県スボーツ少年団総務企画部会

1第 3回高知県スポーッ少年田総務企画部会

281 11

291 2

金

一金

高知市 :県庁西庁舎

高知市 :本町ビル

1日 本スポーツ少年団中国・四国ブロック会議

1第 1回高知県スポーツ少年団交流組織整備部会

:第 1回高知県スポーツ少年団指導育成部会

1第 2回高知県スポーツ少年団常任委員会

1第 2回 日本スポーツ少年国委員総会

1第 2回高知県スポーツ少年団役員総会

2912171火 ～ 28 2181水 島根県 :ホテル白鳥

高知市 :高知市総合体育館

高知市 :県 庁西庁合

高知市 :高知県教育センター分館

東京都 :TKP澁谷ガーデンシティ

高知市 :高知市総合体育館

29215水
29 2116木
29 2122水
29 3151日
2913123木

-6-



4.生涯スポーツ推進事業

県民一人ひとりが身近に、気軽に、安心して活動が出来るようスポーツ活動の普及支援を行

うことにより、県民の生涯にわたるスポーツの推進を図る。

(1)競技団体活動事業

国民体育大会開催競技以外の本会加盟団体に対し、組織の確立と内容の充実への事業。

①団体育成事業

国1体開催競技以外の本会全ての加盟団体 (14団体).に対し、その組織の充実や受け入れ

態勢の整備を図り、親しみやすい安定した団体づくりに補助した。

②高知県体育協会実技講習会事業

饉体開催競技以外の本会カロ盟団体の実技レベルの向上を目指し実施する実技講習会に対

し、10万円を限度額とし総事業費の3分の2以 lAlで補助してきた。今年度はグランド・ゴ

ルフ協会、スポーツ吹矢協会、武術太極拳連盟の3欄体に補助した。

(2)マネージャー養成事業

スポーツ選手・スポーツ愛好者の健康管理を目的に、指導者のアシスタ|ン トとして、また、

スポーツ現場と医療現場とを橋渡しする担い手として、スポーツメディカルマネージャー

を養成する事業をスポーツドクター協議会に協力をいただき(3回に渡り実施した。

・ 10月 16日 (口 )19名
・ 11月 20日 (日 )23名
・ 12月 18日 (日 )23名

(3)ス ポーツ安全事業

スポーツ活動等における安全確保や傷害等について、あらゆる研修会の場を活用し広報活

動を実施した。
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月 諸  会  議 月 国 民 体 育 大 会

5

12(木 )第 1回臨時評議員会
13(金 )第 1回 理事会
20(金 )評議員選定委員会
20(金 )役員推薦委員会
31(火 )定時評議員会

国体県予選(各競技団体)

(4月 ～7月 )

7(火 )第 2E・Il理事会 国体四国ブロック予選(6月 ～8月 )

7 3(日 )加盟団体連絡協議会
第71回 国民体育大会会期前 (着手県)

水泳 (9/4～ 11)監 督5名 、選手11名

8
3(水 )第 3回 理事会
15(月 )第 2回 臨時評議員会

第71回 国民体育大会 (岩手県)陸上他
計29競技 (10/1～ 10/11)本部役員24

名、監督41名 、選手279名

3

月)第 4回 理事会
木)第 2回 役員推薦委員会
本)第 3EnEl臨 時評議員会
月)第 5回 理事会

3(■ )団体四国ブロック予選
(アイスホッケー)

第72回 圏民体育大会冬季大会 (長野
県)スキー競技 (2/14～ 17)本 部役員4

名、監督2名 、選手7名

平成28年度公益財団法人高知県体育協会各委員会活動報告

層 総 務 委 員 会

5 11(水 )第 1回委員会

7 12(火 )第 2回 委員会

11 体協要覧の発¬1

7(火 )第 3回 委員会

月 表 彰 委 員 会 月 強化・普及委員会 月 スポーツ医・科学委員会

4 26(火 )第 l EnI委 員会 4
21(木 )第 1回委員会

実技講習会 (5月 ～2月 )

5 19(木 )第 1回委員会

7 (水 )第 2国 委員会 6

12(日 )第 1回スホ
・―ツ指導者研修会

29(水 )第 2回委員会
平成28年度加盟団体人口調査

7 2(土 )第 l Enllァ ンチ・ドーヒ
・
ング研修会

26(金 )第 71回 国民体育大会会期前結
団式・壮行会

7
2(上 )強化・育成事業に関する経理処
理説明会

9 25(日 )第 2回アンチ・卜
・―ヒ

・
ング研修会

25(日 )第 71回 国民体育大会結団式・

1■ 行会
31(水 )第 3E・I委員会

16(日 )第 1回スホ
・―ツメディカル・マネーシ

・
ャー養成

講習会

28(金 )各 団体に体協表彰推薦依頼 28(金 )第4回委員会 11
20(日 )第 2回スホ

・―ツメディカル・マネ…ゾャー養成
講習会

1 20(金 )第 3回 委員会 11
2(水 )～ 30(水 )国体競技団体ヒアリング
6(日 )第 2回 スホ

゜
一ツ指導者研修会

18(日 )第 3回スホ'一ツメディカリレ・マネープャー養成
講習会

2
6(月 )第72回 国民体育大会冬季大会
スキー競技結団式・1士 行会

17(土 )第71回国体合同反省会

3 ラ(日 )平成28年体育協会表彰式 1 14(日 )強化費報告システム研修会①

2

11(土 )強化費報告システム研修会②
12(園 )第 3回スホ

・―ツ指導者研修会
25(土 )3会 化費報告システム研修会③
25(土 )スポーツセミナー
28(火 )第 5回委員会

3

11(■ )平成29年 度特別強化選手認定
証及び強化指定選手等指定証授与式
25(土 )選手強化担当者説明会
平成29年度実技講習会希望調査
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