
  平成19年度本会は、本県スポーツの統括団体として、その社会的役割の重要性を認識し、加盟団体や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関係機関・企業等の協力を得て、県民スポーツの振興に努めるとともに、スポーツを取り巻く厳しい環

第1回理事会・評議員会 5/31

総務財務委員会 （Ｈ20）3/21

専 門 委 員 会 等 1/15 （文書提案）

（Ｈ20）3/4

（Ｈ20）3/4

スポーツドクター

協議会

スポーツ指導者

協議会

スポーツ少年団 第1回指導者・リーダー育成部会 7/7

7/7

県スポーツ少年団本部表彰式

日本スポーツ少年団顕彰伝達式 10/20

ドイツ派遣団員選考会 （Ｈ20）3/8

リーダー会総会・育成担当者会 （Ｈ20）3/15

県教育会館第2回常務理事会

第2回常任委員会・委員総会

県教育会館

高松テルサ

高松国際ホテル

飯山総合運動公園体育館（Ｈ20）2/9

12/20

理事会

高松テルサ

高松テルサ

高松テルサ

（Ｈ20）3/15

県教育会館

高松テルサ

4/26

（Ｈ20）2/27

高松テルサ

高松テルサ

11/8

5/26

（Ｈ20）2/15

5/9

5/12

（Ｈ20）3/15

（Ｈ20）3/3

社会福祉総合センター

5/12 県教育会館

6/3

社会福祉総合センター11/25

県教育会館

会　　　　議　　　　名 期　　　　日 会　　　　場

   平成１９年度財団法人香川県体育協会事業報告

境の中、安定した自主財源の確保に努め、次の事業を積極的かつ効果的に実施した。
 

　 １．会議等の開催

4/6 全日空ホテルクレメント高松

理事会･評議員会

臨時理事会

県教育会館

8/29 県教育会館

普及広報委員会

（Ｈ20）3/28 高松国際ホテル

県教育会館

第2回理事会・評議員会

第1回競技スポーツ推進委員会(本大会）

高松商工会議所

第2回競技スポーツ推進委員会（冬季国体）

ホテルニューフロンティア

県教育会館6/28

県教育会館

ホテルニューフロンティア

総会 6/3 社会福祉総合センター

4/25第1回理事会

第2回理事会 10/24

功労者表彰推薦委員会

指導者研修会

第1回広報普及部会

第1回常務理事会

生涯スポーツ推進委員会

第32回スポーツ医科学フォーラム

第31回スポーツ医科学フォーラム

第1回常任委員会・委員総会

ヴィクトリーサミット・インかがわ

少年団剣道部会

総務部会

11/16

5/26

9/20

認定員養成講習会連絡会

指導者研修会

第2回指導者協議会運営委員会

（Ｈ20）2/27

10/20

指導者協議会

第2回指導者・リーダー育成部会

第1回指導者協議会運営委員会

第2回広報普及部会

活動開発部会

県教育会館

県教育会館

県教育会館

県教育会館

県教育会館

県教育会館

県教育会館

県教育会館

県教育会館
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第1回クラブ育成委員会

第2回クラブ育成委員会

第1回育成指定クラブ連絡協議会 7/28

11/10

第1回啓発研修会 7/28

第2回啓発研修会 12/7 まんのう町役場

かがわ生涯スポーツフォーラム2008

4/13

派遣人員 備考

水球(高松市）

　　　　　795名 カヌー（坂出市）

ｱｲｽﾎｯｹｰ少年（広島市）

スケート（京都市・長野市）

回 季別 結団壮行式 会　期 会　場 参加競技 人員 成績 備考

天皇杯　29位

　9/20 9/29～10/9 陸上競技他
　609名

（884.5点）

入賞数　67

　県民ホール 計36競技
皇后杯　33位 　

（438.5点） 　

　

　(H20) スケート アイスホッケー

1/26～2/1 アイスホッケー 天皇杯　23位
成年男子4位

　(H20)1/18 （55点） 順位は冬季
大会終了時

 県庁特別会議室
　(H20) 長野県 皇后杯　26位

2/19～22 野沢温泉村 スキー 　　14名 （20点）

　

第2回育成指定クラブ連絡協議会・ｽﾎﾟｰﾂ交流大会

ユープラザうたづ

冬季

　　②第62回国体・第63回国体冬季大会派遣

62

63

長野県
長野市

軽井沢町
　41名

本 秋田県

　　　とともに、各県との親善と交

　流を深める

高松商工会議所

(H20)1/19

  ック大会選手派遣

　四国地区のスポーツを振興

事業内容対　　　象目　　　　　的

　水泳他　計30競技　し、競技水準を 一層高める

　(1)国民体育大会等派遣事業

期　　　日 会　　　　場会　　　議　　　名

5/15 県教育会館

総合型クラ
ブ育成事業

ユープラザうたづ

香南ししまるスポーツクラブ

(H20)2/26

丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス

加盟団体事務担当者会 県教育会館

　　①国民体育大会第28回四国ブロック大会派遣（愛媛県他開催）

四国ﾌﾞﾛｯｸ大会開催競技  国民体育大会四国ブロ

　２.競技スポーツ推進事業
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参加人員 備考

19,103名

　

　

参加人員 備考

　 　　

・指導者養成､研修 　12,085名    　　

　 　　

・強化合宿､練習会等 　 　　

参加人員 備考

（派遣対象ドクター） （実施ドクター）

　国体競技 　　①候補選手に問診票配布 　　　　50名    25名

　40競技団体 　　②問診票によるメディカルチェック （対象選手） （実施競技）

　　③ドクターによる指導･助言 33競技 19競技

約900名    

計51回

　47競技団体

　　(2)競技大会等開催事業

目　　　　　的 事業内容対　　　象

　　県外遠征､強化合宿、強化練習　

事業内容

・ｽﾎﾟｰﾂ教室､大会等の開催

・県外遠征　

47競技団体

　　(3)競技スポーツ振興事業

　　　①競技スポーツ振興事業

目　　　　　的

　　本県スポーツの 総合的な活性

対　　　象

　　カルチェック等を行い､ 健康管

　　国体において優秀な成績を収

　　めるため､各競技団体にスポー

　　等の事業を実施する

　　ドクターを派遣し､選手のメディ

　　化を図るため、指導者の招へい

　広く県民がスポーツに親しみ、

　スポーツ精神を高揚し、合わせ

　て県民の健康増進と体力の向

　上を図るとともに、競技人口の

　増加と競技力向上に寄与する
　

・国体県予選会・各競技別選手権

　大会の開催

事業内容

・選手のメディカルチェック

対　　　象

　　　②スポーツドクター派遣事業

目　　　　　的

　

　

　　理体制を整備することにより、

     競技力の向上を図る 　　①競技会･強化練習会等の視察

　　②研修会等の開催

・健康相談

　　①選手に対する健康相談

・その他　　　　　　　　　　

・競技大会等の視察
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期　　日 会　　場

(育成委員会) 第1回クラブ育成委員会 5/15 教育会館  11名

第2回クラブ育成委員会 （H20)2/26 高松商工会議所  17名

クラブ育成アドバイザーの配置    2名

（連絡協議会） 7/28 ユープラザうたづ 51名

　を育成することにより、地域 11/10 香南ししまるｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 54名

　住民による自主的･自発的な

　クラブの組織化及び定着化 (啓発研修会） 第1回啓発研修会 7/28 ユープラザうたづ 51名

　を推進する 第2回啓発研修会 12/7 まんのう町役場 35名

（H20)1/19 綾歌文化会館ｱｲﾚｯｸｽ 144名

(クラブヒアリング) 育成指定クラブ現地ヒアリング 4/1他計13日 弦打他　計8クラブ

（市町巡回等） 6/2他計10日 綾川町他

6/23 県立文書館 4名

11/16 徳島市 2名

アドバイザーミーティング 4/27 日本体育協会 1名

（H20)2/6 日本体育協会 2名

参加人員

・スポーツ大会の開催

      17市町体育協会 ・指導者養成､研修事業等スポーツ　 21，701名

  の普及振興事業

参加人員

第18回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭

一般県民 ・レクリエーション大会（4種目） 12,347名

　　　　　　9/28　サンポート高松

・スポーツ大会（27種目）

　　　　　　9/2　県総合運動公園他

人員

（派遣期間） 本部役員　    3名

　　　10/18～21 ソフトテニス  10名

バドミントン 　10名

（競技会場） 　　計　　　　　23名

　  (2)地域スポーツ振興事業

事業内容対　　　象

　各スポーツ事業を促進しスポ

　  (3)県民スポーツレクリエーション祭開催事業

目　　　　　的

　だれもが気軽に、それぞれの年

　-ツ精神を高揚して県民の健康

　増進と体力の向上を図り、地域

・ふれあいスポレク広場（13ｺｰﾅｰ）

　生涯スポーツ社会の実現を

　図るため、子どもから高齢者

市町巡回による普及啓発活動等

（アドバイザー配置）

スポーツ交流

(会議・研修会出席)

クラブ育成推進担当者会議

事業内容対　　　象

第1回四国ブロッククラブミーティング

第2回四国ブロッククラブミーティング

　３.生涯スポーツ推進事業

かがわ生涯スポーツフォーラム2008

　まで誰もがいつでも参加でき

第1回育成指定クラブ連絡協議会

第2回育成指定クラブ連絡協議会

　る総合型地域スポーツクラブ

　  (1)総合型地域スポーツクラブ育成事業

目　　　　　的 事　　業　　内　　容 参加人員

　  (4)日韓スポーツ交流事業

　　

成人交歓交流を契機として､友

振興を図ることを目的とする

　　　（40歳以上）

ソフトテニス

バドミントン

るとともに、両地域のスポーツの

　

　　　慶尚南道蜜陽市内各会場

対　　　象

　   　①香川県･慶尚南道日韓親善スポーツ交流事業（派遣）

目　　　　　的 事業内容 備考

第７回日韓スポーツ交流事業・

の親善をより一層強いものにす

備考

備考

好的な関係に発展した両地域

目　　　　　的

　齢や体力、目的に合わせてスポ

　ーツやレクリエーション活動に親

　　ることを目的とする

　しみ、生涯にわたり健康で豊な

　　スポーツライフを営む契機とな

　子どもから高齢者まで、県民の

　スポ-ツの振興と文化の発展に

　寄与する
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参加者等

認定　 　19名

認定　 　 6名

仁尾町福祉センター 認定　 　 9名

三木町農改センター 認定　 　15名

認定　 　 6名

　計55名認定

（保留者161名）

　14名

　　2名

参加者

　　1名

　33名

　48名

参加者

　　2名

 指導者1名・ﾘｰﾀﾞｰ2名

 指導者7名・ﾘｰﾀﾞｰ20名

　認定　64名

　認定　27名

　15名

県教育会館     8名

松島小学校 　11名

　11名

　25名

参加者

指導者１・団員8名

〃　事前研修会 7/21 県教育会館

指導者１･小学生5･中学生２名

(男)城辰　(女)志度東

丸亀ＦＣ

屋島少年自然の家

　

県青年センター

県青年センター

県青年センター

　　（２）指導者協議会・研修会

③全国研究大会参加

   第2回県リーダー研修会

　 　　　　　　　　　　　　　　　 　・高松ｺｰｽ 8/24～26 青年センター他

⑤県リーダー会総会・育成担当者会 (H20）3/15 高松テルサ

愛媛県中央青年の家

東京都

   第3回県リーダー研修会

12/1

12/8

12/22～24

⑥第1回県リーダー研修会

④ジュニアリーダースクール　・県ｺｰｽ 12/22～24 屋島少年自然の家

　　第31回全日本少年サッカー大会 8/4～11 よみうりサッカー場(東京都）

　　第30回全国剣道交流大会 (H20）3/26～28 静岡県武道館

　　第5回全国バレーボール交流大会 (H20）3/26～29 堀之内体育館（新潟県）

　　第45回全国スポーツ少年大会 7/28～31 国立阿蘇青少年交流の家(熊本県）

事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場

①全国交流大会派遣 　　　　　

　　（４）国内交流活動事業

⑦中･高校生団員交流会 12/8 松島小学校

③四国ブロックリーダー研究大会開催 (H20）2/16・17 県青年センター

①シニアリーダースクール参加 8/9～13 国立中央青年の家(静岡県）

②全国リーダー連絡会参加 9/1・2 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ（東京都）

事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場

　　（３）リーダー養成講習会・研修会

③県指導者研修会開催 10/20 高松テルサ

②四国ﾌﾞﾛｯｸ指導者研究協議会開催 (H20）1/26・27 マリンパレスさぬき

事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場

①全国指導者協議会参加 6/22・23 岸記念体育会館(東京都）

6/24

②認定育成員研修会参加 11/10・11

　　　　　　　　　・高松市 (H20）2/3・17

　　　　　　　　　・県軟式野球連盟学童部会 12/15・16

　　　　　　　　　・三木町 (H20）2/16・17

　　　　　　　　　・三豊市 (H20）2/3・10

①認定員養成講習会開催

　　　　　　　　　・県 (H20）1/12・13

　４.スポーツ少年団育成事業

事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場

　　（１）指導者養成講習会・研修会

－５－



参加者

②四国ブロック交流大会開催

　　　　　　　＊台風のため中止

指導者14名･ﾘｰﾀﾞｰ31名

③四国ブロック交流大会派遣

松山市野外活動センター 津田・城西

亀阜・氷上

　　　　　　　＊台風のため中止

32ﾁｰﾑ

63名

26ﾁｰﾑ

60ﾁｰﾑ

参加者

指導者1名・団員2名

〃　　　四国ブロック事前研修会 6/30・7/1 県青年センター 指導者１名・団員8名

団長・団員　計11名
　

備　　考

①会議の開催等

指導者11名

綾川町・指導者3名

　第1回指導者・リーダー育成部会 7/7

7/7

　県スポーツ少年団本部表彰式

　日本スポーツ少年団顕彰伝達式 10/20

　四国ブロック連絡会議出席 5/10 松山市

　日本スポーツ少年団事務担当者会出席 6/7・8 日本体育協会(東京都）

②市町スポーツ少年団育成事業 4月～(H20)3月 １6市町

③交通安全対策事業 4月～(H20)3月 １７市町 交通安全ステッカー配布

④体力テスト実施事業 4月～(H20)3月 １７市町 実施要項・カード配布

　　バレーボール交流大会(フリー種目）

8/7・8

　　リーダー交流大会 8/17～19

　　ミニバスケットボール交流大会

屋島少年自然の家

（Ｈ20）2/27

牟礼中央公園他

県立武道館

会　　　場

　　　（６）組織整備強化事業等

高松テルサ

6/30～7/1

県教育会館

県総合運動公園サッカー場他

9/9 香川町体育館

観音寺市

高松テルサ

ドイツ連邦共和国

　　　（４）国内交流活動事業

事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場

④県交流大会開催

　　軟式野球交流大会

事　　　業　　　名

伊予三島運動公園他

　　バレーボール選抜大会

　　軟式野球交流大会

　　ソフトボール交流大会

　　剣道交流大会

　

期　　　日 会　　　場

6/10・17・24

11/25

5/12～6/25

高松テルサ

（Ｈ20）2/19・20

②第34回日独同時交流事業（受入） 7/25～29

　第1回指導者協議会運営委員会

　活動開発部会

松山市　中･四国ブロック会議出席

県教育会館

県教育会館

　　サッカー交流大会

7/20～8/11

　

①第34回日独同時交流事業（派遣）

　　　（５）国際交流活動事業

県教育会館

事　　　業　　　名

　第1回常任委員会・委員総会

　第2回常任委員会・委員総会

（Ｈ20）3/3

5/26

期　　　日

（Ｈ20）3/15

　総務部会

　少年団剣道部会

　リーダー会総会・育成担当者会

　ドイツ派遣団員選考会

（Ｈ20）2/15　第2回広報普及部会

（Ｈ20）2/27

　第2回指導者協議会運営委員会

　第2回指導者・リーダー育成部会

9/20

　指導者研修会

　認定員養成講習会連絡会 4/26

県教育会館

県教育会館

県教育会館

高松テルサ

県教育会館

高松テルサ

　第1回広報普及部会

　指導者協議会

5/9

5/26

県教育会館

県教育会館

高松テルサ

10/20

11/16

高松テルサ

（Ｈ20）3/15

（Ｈ20）3/8

（Ｈ20）3/15

県教育会館
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参加人員 備考

　 　　

20名　  　　

6名　  　　

7名　  　　

209名　  

120名　  

　

5名　  

1名　  

5名　  

　　蔵本　守雄（スポーツドクター）

　　鈴木　慶久（カヌー）

　　森下　増美（ソフトテニス）

参加人員 備考

　
空手道　 　　40

　　　NHK学園通信講座受講 79名 ゲートボール 20
ソフトテニス　 1

ソフトボール 18

・専門科目（40時間） 　　　計　79名

39名 　

　
　　　

参加人員 備考

新規 資格取得者

受講者 　　　　　64名

　　　6名 　　

　 　　
　　

医師免許資格取得後 ・ｽﾎﾟｰﾂ医学の調査研究

　認スポｰツドクターの組織を整備 5年以上の医師 ・普及、啓蒙　

・資料提供

　外傷の診断､治療､予防にあたる

　　５．スポーツ指導者養成事業

　　　（１）スポーツ指導者組織育成事業

目　　　　　的 対　　　象 事業内容

目　　　　　的 対　　　象 事業内容

　　研修会　　              　(H20)2/9

　により指導者の連帯感を深め、

・診断、治療、予防

　

　　　（３）スポーツドクター養成事業

　スポーツ医学を普及・啓蒙し、公

目　　　　　的 対　　　象 事業内容

　

・共通科目

　　空手道　　12/2～H20.2/3

　　　綾川町総合運動公園体育館他

・会議・研修会の開催

　　理事会　　　　　　             　5/12

　　全国研修会　　　（12/8東京）

　　ｳﾞｨｸﾄﾘｰｻﾐｯﾄｲﾝかがわ　　　11/8

・会議・研修会への派遣

　　全国連絡会議　 （12/7東京）

　　　（２）スポーツ指導者養成事業

　　第1回常務理事会　           5/12

　組織的活用を図り、県下体育・ 　　第2回常務理事会　          12/20

一般指導者

　

　スポーツ指導員の養成

　

　

　（財）日本体育協会公認スポー

　

　

　スポーツの振興に資する

　ﾂ指導者の情報交換･研究協議  公認スポーツ指導員

　　四国ﾌﾞﾛｯｸ会議　（7/6・7　高知市）

・日本体育協会公認スポーツ指導者全国表彰　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12/8東京）

　

　し､スポｰツマンの健康管理,傷害 　

　

－７－



備考

　　

　　平尾　智広･杉田　英樹

②諸会議出席

　・ドクターズミーティング（9/28･秋田市）

　・スポ-ツドクタ-代表者会議（Ｈ20．3/8･東京都）

　　山下　義則

備考

　　

　　

　る。 　・スポーツドクター･競技団体

　７．顕彰事業

名称 表彰名

　スポーツの普及振興に 　手島　皓一 （香川県柔道連盟）

　貢献が顕著なものを表 　（H20）3／28 　大林　一友 （香川県ハンドボール協会）

　彰し、もって本県スポー 　國土　幸久 （香川陸上競技協会）

　ツの伸展に資する 　中村　勝（故人） （香川県ボウリング連盟）

優秀指導者賞 　亀井　好弘 (香川県ハンドボール協会）

優秀選手賞 　池西　洋子（なぎなた）他　計15名

　スポーツ少年団の育成  前田　　純一 （揚武館剣道）

　指導に貢献し、顕著な 　　（H20)3/15  池本　　文夫 （浅野軟式野球）

　功績のある指導者を 　　高松テルサ 本部表彰  小松　　 　茂 （城乾卓球）

　表彰する  永安　　 　隆

 平尾　　光男

 柘植　　宗尚

 笠井　　彰彦

 橋本　   　久

 村上　　優光

 中村　　和弘

 長目　　義行

　　　（1）スポーツドクター派遣事業

　・第62回国体(秋田県）

　害・外傷の診断､治療等にあたるこ 　

目　　　　　的 対　　　象

　国体におけるドーピング検査等に ①国体帯同

　　６．スポーツ医科学振興事業

事業内容・参加者

　　高田　敏也・柏　尚裕・辻　伸太郎・成田　和穂

　・第63回国体冬季大会(長野県）

　　成田　和穂

　とを目的として、国体及び諸会議

　対応し、かつ選手の健康管理,傷 スポーツドクター

　めに、選手や指導者を対象とした 国体選手･監督

　　　（2）アンチ・ドーピング教育・啓発事業

目　　　　　的 対　　　象 事業内容・参加者

　・第62回国体選手･監督講習会(9/20・県民ﾎｰﾙ）

　　　　　　　　　　　(H20.1/18・県庁特別会議室）

①講習会開催

②JPNドーピングデータベース及びドーピングDVD配布

受賞者

　講習会等を開催し、健全なスポー スポーツドクター 　・第63回国体冬季大会選手･監督講習会

　ツ活動を推進するとともに、国体等

　

功労賞

－８－

ス
ポ
ー
ツ
功
労
者
表
彰

高松国際ホテル

　に帯同ドクターを派遣する。

県
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
本
部
表
彰

目　　　　　的 期日･会場

　薬物乱用･誤用の認識を高めるた

　

　におけるドーピング検査に対応す

（東部ジュニアバレーボール）

（善通寺タイガース軟式野球）

（和道会大野原空手道）

（さぬき市副本部長）

（本町ジュニアバレーボール）

（小豆島町本部役員）

（北浦ジュニアバレーボール）

（多度津バレーボール）



指導員
上級

指導員
コーチ

上級
コーチ

教師
上級
教師

ｽﾎﾟｰﾂ
ﾄﾞｸﾀｰ

ｽﾎﾟｰﾂ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾏｰ

ﾌｨｯﾄﾈ
ｽﾄﾚｰ
ﾅｰ

ｼﾞｭﾆｱ
ｽﾎﾟｰﾂ
指導員

ｱｽﾚ
ﾃｨｯｸﾄ
ﾚｰﾅｰ

ｱｼｽﾀﾝ
ﾄﾏﾈ
ｼﾞｬｰ

ｸﾗﾌﾞﾏ
ﾈｼﾞｬｰ

ｽﾎﾟｰﾂ
ﾄﾚｰﾅｰ

２級

ｽﾎﾟｰﾂ
ﾄﾚｰﾅｰ

１級
サッカー 合計

549 155 114 27 14 8 64 24 5 65 5 18 0 1 0 203 1,252

68 16,250

市　町　数

１７市町 582団 13,107 3,075

団　　　数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２０年３月３１日現在）　　　

団員数 指導者数

　　　（１）日本体育協会公認スポーツ指導者登録人数

　　　（２）スポーツ少年団登録人数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２０年３月３１日現在）

役職員数 計

備　　考

登　　　録　　　者　　　数

　　　（２）広報誌「体協かがわ」の発行

　８．広報事業

　　　（１）「平成１9年度スポーツ関係競技大会予定一覧表」の作成

　　　（３）香川県体育協会ホームページの開設（平成20年2月11日）

　　　（２）安全指導事故防止事業

　　　　　　スポーツ活動等の安全指導・事故防止に関する事業を実施し、安全確保に関する意識の高揚を図り、万一の

　　　　　　保険の普及を促進した。

　９．スポーツ安全保険普及事業
　　　（１）スポーツ安全保険普及事業

　　         スポーツ活動等における安全の確保、その活動に伴って生じる傷害に対処することを目的としてスポーツ安全

　　　　　　事故に備えるため、下記の事業の実施を助成した。

　　　　　　・生涯スポーツ指導者養成講座　　①スポーツの安全と保障（6/17　県青年センター）　

　１０．登録状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②正しいテーピング法（7/29　県青年センター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　③救急法-心肺蘇生法・ＡＥＤ講習-（9/30　県青年センター）

-９-



11．施設運営事業

(1)県立体育施設運営事業

　①総合運動公園

　②総合水泳プール

　　・スポーツの指導に関すること

　　・その他施設の運営に関すること

　　・プール等の維持整備に関すること

(2)売店事業

    また、そこから得られた収入は、主催事業等を実施し、利用者に還元することでスポ

     ーツ振興に寄与した。

(3)スポーツ振興事業

　　各施設において、特色あるスポーツ教室等を開催し、スポーツの振興を図った。

①テニス教室（総合運動公園）

コース別 日　　　　程 時　　間 参加人員

第１回テニス教室 5月8日～6月29日　 10日間 10：00～12：00 ６０人

第２回テニス教室 10月2日～11月16日　10日間 10：00～12：00 ６０人

夏休みこどもテニス教室 8月27日～8月29日　  3日間  9：30～11：00 ７０人

体育の日無料体験ﾃﾆｽ教室 10月9日　　 　　　 　1日間 10：00～12：00 ４５人

5月8日～8月30日　　32日間 17：00～19：00 延べ707人

4月4日～3月25日　  21日間 10：00～12：00 延べ279人

　　

②トップアスリートとのふれあい教室（屋島陸上競技場）

　　世界レベルで活躍する日本のトップアスリ―トや指導者等を講師として招き、県下の陸上競技の普及

及び発展と、陸上競技力の向上を図ることを目的として開催した。日本陸上競技連盟の強化副委員長及

びジュニア強化部長である原田康弘氏を招き、「速く走る？正しく走るための基本の動きとは？」の題

名での公演と実技講習会を行い、県内の陸上競技者と交流を図った。

参加者　　１２１名　

テニス支援事業

    総合運動公園、総合水泳プールにおいて、スポーツ指導、施設整備の保守業務等を行った。

　　・グランド、周辺樹木等の維持整備に関すること

　　・利用者との連絡調整、利用当日の利用補助に関すること

　　・施設及びスポーツ設備の保守に関すること

　　・施設及びスポーツ設備の使用及び保守に関すること

　　各施設において、清涼飲料水等自販機の設置や売店の営業などを行い、利用者の便宜を図った。


