
Ⅰ総　　括

Ⅱ事業内容

(1)国民体育大会第42回四国ブロック大会等派遣（主会場：徳島県）

派遣人員 備考

474名 21競技

29名

(2)第76回国体・第77回国体冬季大会派遣

回 季別 結団壮行式 会　期 会　場 参加競技 人員 成績 備考

・会期前 9/4～14,

　8/30     [中止] 9/18～20

・本大会 9/25～10/5 三重県

　9/17    [中止]

　R4.1/14 R4.1/24～30

R4.2/17～20

　

(3)国体スタッフサポート事業

派遣人員 備考

ディカルサポートスタッフ

 トレーナー の旅費を補助する
　が最高のコンディションで競技  理学療法士等
　に集中できるようメディカルサ 　　　　　　　有資格者

　8名

天皇杯
(30点)

皇后杯
（0点）

三重国体中止のため派遣なし
　国民体育大会で好成績を収め

対　　　象 事業内容

　とともに、各県との親善と交

　流を深める

令和３年度公益財団法人香川県スポーツ協会事業報告

(公１）スポーツ振興事業

１ 国体等派遣事業

　　東京オリンピック・パラリンピックの開催によって認識される文化としてのスポーツの価値が高

　ーツ・生涯スポーツの両面にわたり、公益財団法人として公益性を高める事業の推進に努めた。

　められるよう、有効適切な事業を実施するとともに、安定した自主財源の確保を図り、競技スポー

　加盟団体や関係機関・企業等との連携・協力により、県民スポーツの振興に努めた。

  　令和３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なお一層認識し、

　予選会(アイスホッケー）

目　　　　　的 対　　　象 事業内容

　四国地区のスポーツを振興 ブロック予選会開催競技 ・第76回国体四国ブロック

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

　し、競技水準を 一層高める 　水泳他　計31競技
　予選会

　　 ・第77回冬季国体ブロック

三重県

76 本

スケート
アイスホッケー

 スポーツドクター 競技団体が派遣するメ

77 冬季

日光市

鹿角市 スキー

　支援スタッフ（AT・理学療法  アスレティックトレｰナｰ
　士等）の旅費を補助し、選手

県庁　特別会議室

目　　　　　的

　るため、競技団体が派遣する

　3名
25名

　ポートをする



(1)県民体育大会及び競技別選手権大会の開催事業

参加人員

　広く県民がスポーツに親しみ

・国体県予選会の開催 47競技団体

・各競技別選手権大会の開催

12,514名

　

　寄与する

(1)競技スポーツ振興事業

参加人員

46競技団体

・指導者養成､研修

　 10,175名

・強化合宿､練習会等 　

(2)香川・台湾スポーツ交流事業（派遣）

派遣人員

なし

 目的に、相互交流を実施する

(3)国民体育大会公開競技参加費補助事業

参加人員

 経費の一部を補助することに

 より、競技の普及・振興を図る

なし

・その他競技大会等の開催

新型コロナウイルス感染症の影響のため中止

　三重国体中止のため実施なし

２ 競技大会等開催事業

目　　　　　的 対　　　象 事業内容
　 　

　スポーツ精神を高揚し、合わ 57競技団体

　せて県民の健康増進と体力

　人口の増加と競技力向上に

　の向上を図るとともに、競技

　

３ 競技スポーツ振興事業

 本県スポーツの 総合的な活 　 ・スポーツ教室､大会等の開催

目　　　　　的

 性化を図るため、指導者の招 57競技団体

対　　　象 事業内容

 へい県外遠征､強化合宿、強 　 ・県外遠征　

 化練習　等の事業を実施する
　

目　　　　　的 対　　　象 事業内容

 香川県と台湾桃園市の友好交

 流を促進するとともに、両地域 高校生女子

 のスポーツの振興を図ることを ソフトボールチーム

　

　グラウンド・ゴルフ

　武術太極拳

目　　　　　的 対　　　象 事業内容

 国体改革により、第70回国体 　綱引

 から公開競技として採用され 　ゲートボール

 た競技に対して、参加に係る 　パワーリフティング

　



(1)地域スポーツ振興事業

参加人員

 各スポーツ事業を促進しスポ ・スポーツ大会、スポーツ教室等の開催

・指導者養成､研修事業等スポーツ普及 13市町

　振興事業　 3,474名

(2)総合型地域スポーツクラブ育成事業（広域スポーツセンターが実施）

参加人員

　生涯スポーツ社会の実現を (育成委員会) 第１回育成委員会              [中止] なし

（アドバイザー配置） 1名

　まで誰もがいつでも参加でき （連絡協議会） 役員会　　 7/31 オンライン開催 12名

　る総合型地域スポーツクラブ 総会 8/30 オンライン開催 27名

　を育成することにより、地域 (啓発研修会等） なし

　住民による自主的･自発的な (クラブヒアリング) クラブ現地ヒアリング等 なし

　クラブの組織化及び定着化
計14日

　を推進する （市町巡回等）              [中止] なし

(研修会等参加） アドバイザーミーティング5/14,7/2 オンライン開催 1名

10/23 オンライン開催 6名

(クラブ数) 30 (準備中） 4

(3)地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業（JSPOより委託)

参加人員

8/26 県教育会館 9名

11/22 県教育会館 8名

R4.2/24 [中止]書面開催 なし

R4.2/19 中止 なし

４ 生涯スポーツ振興事業

目　　　　　的

目　　　　　的 事　　業　　内　　容

　

 -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
17市町体育・スポーツ
協会

 スポ-ツの振興と文化の発展に

四国ブロッククラブネットワークアクション2021

　

　図るため、子どもから高齢者

4/25他 (一社)さぬき三木スポーツクラブ他

市町巡回による普及啓発活動

クラブアドバイザーの配置

 寄与する

対　　　象 事業内容

　「新しい生活様式」に対応した、安心

　提供できるよう、地域のスポーツ環境

　の基盤を強化するとともに、地域スポ

　ーツクラブと行政等が連携・協働し、

　 地域課題の解決に向けた取組を促

県民スポーツレクリエーション祭ブース出展   　　　 [中止]   

目　　　　　的 事　　業　　内　　容
　

 　進する

第１回地域スポーツ推進団体連絡会議

第２回地域スポーツ推進団体連絡会議

第３回地域スポーツ推進団体連絡会議

香川県地域スポーツフォーラム

　安全な運動・スポーツを地域住民に



５ スポーツ少年団育成事業

（１）　指導者養成講習会・研修会

事　　　業　　　名 期　日 会　　場 参加者

スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会 　受講者 

　　・第１回コース 12/18（土） 香川県青年センター 43名

76名　　・第２回コース  1/16（日） 香川県青年センター

（助成）第４４回全国ホッケー交流大会 2/11～2/13 新型コロナ感染症の影響により開催中止山口県玖珂総合公園人工芝グラウンド

指導者　43名

④ 県指導者協議会 5/26 香川県教育会館 新型コロナ感染症の影響により開催中止

(３)　リーダー養成・研修会

(２)　指導者協議会・研修会

① 全国指導者協議会 6/12 オンライン開催 運営委員長

⑥ 県少年団体協議会 12/19 香川県青年センター 指導者　5名

③ 四国ブロック指導者研究協議会 1/21 高知県城西館 新型コロナ感染症の影響により開催中止

⑤ 県指導者研修会 10/16 香川県教育会館ミューズホール

④ ジュニア・リーダースクール(香川県コース) 12/11、12/12 香川県青年センター 団員19名、県リーダー会5名

③ シニア・リーダースクール オンライン開催 団員3名

① 全国リーダー連絡会 6/12～6/13 オンライン開催 県リーダー会長、県事務局

② 四国ブロックリーダー研究大会 11/20～11/21 高知県立青少年センター 新型コロナ感染症の影響により開催中止

8/17～8/20

⑦ 県リーダー会総会・育成担当者会 3/6 香川県教育会館 新型コロナ感染症の影響により開催中止

⑥ 県少年団体協議会 香川県青年センター 指導者5名

⑤ 県リーダー研修会 12/12 香川県青年センター

12/19

県リーダー会、育成担当者

　　　第４３回軟式野球交流大会 8/13～8/16 沖縄県セルラースタジアム那覇 新型コロナ感染症の影響により開催中止

　　　第５９回全国スポーツ少年大会 9/19～9/20 オンライン開催 団員5名（オンラインのため指導者なし）

(４)　国内交流活動

① 全国交流大会派遣

　　　第４４回全国剣道交流大会 3/26～3/28 高知県立青少年センター 新型コロナ感染症の影響により開催中止

　　　第１９回全国バレーボール交流大会 3/27～3/30　 島根県松江市総合体育館他 新型コロナ感染症の影響により開催中止

（共催）第４５回全日本U－１２サッカー選手権大会 12/26～12/29 鹿児島ふれあいスポーツランド他 不参加

　　　サッカー交流大会 7/10～7/11 三豊市緑ヶ丘サッカー場 Tritt三豊サッカー、宇多津サッカークラブ

　　　スポーツ少年大会 7/18 愛媛県モンベルアウトドアオアシス石鎚他 団員７名　指導者１名

② 四国ブロック交流大会派遣

　　　軟式野球交流大会（四国予選会） 6/26～6/27 徳島県阿波市民球場他 多肥ハリケーン、豊中

　　　ミニバスケットボール（女子）交流大会 10/23 高知県県民体育館 栗林ミニバス、大野原ミニバスクラブイーグルス

　　　フリー（バレーボール）交流大会 7/31 愛媛県伊予市民体育館 混合の部：渕崎JVC

※新型コロナ感染症対応によりオンライン受講・グループワーク対面形式で実施

② 第４回ジュニアスポーツフォーラム 6/13 オンライン開催 なし（リーダー連絡会参加者は参加）



1,054名

参加者

③ 県交流大会開催

　　　軟式野球交流大会（県予選） 4/18、24、25、5/1、9 長尾総合公園野球場

　　　バレーボール(県予選) 11/14、11/27 とらまるてぶくろ体育館他

事　　　業　　　名 期　日 会　　場

（５）　国際交流活動

① 第48回日独同時交流事業（派遣） 7/25～8/1 オンライン交流 不参加

男18チーム・女30チーム・混合22チーム

　　　サッカー交流大会（県予選） 10/30～11/21 香川県総合運動公園他 ６０チーム

　　　剣道交流大会(県予選) 11/28 高松市亀水運動センター体育館 市町選13チーム  個人23名

　　事前研修会 5/15 オンライン開催

　　事前研修会（日本本部） 6/20 オンライン開催

　　事前研修会（四国ブロック） ― 高知県（幹事県） オンライン交流のため開催中止

② 第48回日独同時交流事業（受入） 8/12～8/16 高知県のみ

③日独ユースキャンプ 8/2～8/5 オンライン開催

新型コロナ感染症の影響により中止

団員１名

　　〃

本部長他

事務局

　　指導者協議会運営委員会 9/4 香川県教育会館

　　スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会連絡会 ― ―

随時 香川県教育会館

高知県 新型コロナ感染症の影響により開催中止

各交流大会競技団体代表者

　　日本スポーツ少年団中国・四国ブロック会議 2/2 オンライン開催

     県内各交流大会打合せ

　　第２回四国ブロック連絡会議 2/2

5/20 徳島県

新型コロナ感染症の影響により開催中止

新型コロナ感染症の影響により開催中止

　　日本スポーツ少年団委員総会

③ 交通安全対策事業 4月～3月 市町・競技団体等 交通安全ステッカーを活用した啓発活動

    日本スポーツ少年団事務担当者会 4/28 オンライン開催

② 市町スポーツ少年団育成事業 4月～3月 ６市町

　　リーダ会総会・育成担当者会 3/6 香川県教育会館

市町コースがないため開催なし

　　第１回四国ブロック連絡会議

　  指導者・リーダー育成部会 9/4 香川県教育会館 新型コロナ感染症の影響により開催中止

新型コロナ感染症の影響により開催中止

総務部会員

　　第２回広報普及委員会（県顕彰選考委員会） 1/12 香川県教育会館 広報普及部会員

　　総務部会 2/22 香川県教育会館

　　活動開発部会 1/28 香川県教育会館 新型コロナ感染症の影響により開催中止

① 日本本部顕彰伝達式 10/16 香川県教育会館ミューズホール 団体1　指導者3名

② 県本部表彰

　　第２回常任委員会・委員総会 3/6(中止) 香川県教育会館、ミューズホール

　　第１回広報普及委員会（日本顕彰選考委員会） 4/7 香川県教育会館

書面決議により可決

広報普及部会員

3/6 香川県教育会館 新型コロナ感染症の影響により5/23に延期

オンライン開催 本部長5/29       2/26

３２チーム

　　認定審査委員会 9月、2月 香川県教育会館 書面報告

（７）　組織整備強化事業・その他

① 会議の開催等

　　第１回常任委員会・委員総会 5/26(中止) 香川県教育会館、ミューズホール 書面決議により可決

（６）　顕彰事業



６ スポーツ指導者養成事業

参加人員等 備考

　 　　

　資する [中止]

　

オンライン開催

・第10回香川県公認スポーツ指導者等表彰 5/15

高井 信一（陸上）他　　計10名

・日本スポーツ協会公認スポーツ指導者全国表彰(12月）

溝渕 昭七（ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ）　香川 隆子(なぎなた）

伊禮 淳（ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ）綱井 みちる(ｽｹｰﾄ）安藤恵子（ｶﾇｰ）

(2)スポーツ指導者養成事業

参加人員 備考

　個々人の年齢・性別・競技レベル

　等に対応した指導内容・計画を

　立案し、スポーツクラブ等で競技 　　　　NHK学園通信講座受講 38名 水泳6･ﾊﾞﾚｰ12･弓道20

　別指導にあたる公認指導者を養 　・専門科目(独自開催）

　成する 　　　　水泳・バレー・弓道 58名

　　　　

参加人員 備考

受講終了 資格取得者

　　　　　3名 　　　　　67名

　　

　 　　
　

[中止]書面決議により可決

85名　(会場）穴吹学園ホール

[中止]書面決議により可決

[中止]書面決議により可決

(1)スポーツ指導者組織整備事業

目　　　　　的 対　　　象 事業内容

　（公財）日本スポーツ協会公認

　スポーツ指導者の情報交換･

　 ・会議・研修会の開催

　　理事会　　　　　　              　 5/15

　　第１回研修会　　　　　　　　 　　6/26　県下体育・スポーツの振興に

　　第2回研修会                 R4.2/11　　　　　 　

　　第2回常務理事会　   　　  R4.2/11

・会議・研修会への派遣

　研究協議により指導者の連帯 公認スポーツ指導者 　　第1回常務理事会　             5/15

　感を深め、組織的活用を図り、

　　全国研修会　　　　　　　　　　　11/28

　

目　　　　　的 対　　　象 事業内容

一般指導者 ●指導員養成講習会

(3)スポーツドクター養成事業

目　　　　　的 対　　　象 事業内容

　・共通科目Ⅰ

医師免許資格取得後 ・スポーツ医学の調査研究

　認スポｰツドクターの組織を整備 ４年以上の医師 ・普及、啓蒙　

　し､選手の健康管理,傷害・外傷 　 ・資料提供

　スポーツ医学を普及・啓蒙し、公

　

　の診断､治療､予防にあたる ・診断、治療、予防
　



(1)国体選手の健康管理事業

（派遣ドクター）

10名

（実施競技）

８競技

④その他 　　　　　　計9回

　

（2）スポーツドクター国体等派遣事業

　・第77回冬季国体スケート・アイスホッケー(日光市）

平尾智広

　・第77冬季国体スキー(鹿角市）

嶌村将志

②諸会議出席

（3）アンチ・ドーピング教育・啓発事業

　薬剤師　他 ②国体選手・監督対象講習会

　国体等におけるドーピング検査

　

　めるため､各競技団体にスポー 　国体競技 　　・候補選手に問診票配布

７ スポーツ医科学振興事業

目　　　　　的 対　　　象 事業内容及び参加者

　国体において優秀な成績を収 ①選手のメディカルチェック

　ツドクタ-を派遣し､選手のメディ 　41競技団体 　　・問診票によるメディカルチェック

　カルチェック等を行い､ 健康管 　　・ドクターによる指導・助言

　理体制を整備することにより ②競技大会等への派遣

　競技力の向上を図る 　　・競技会・強化練習会等への派遣

　　・ブロック大会・本大会への派遣

③ドーピング等相談

　　・選手に対する健康相談

　　・講習会等の開催

　 　

※新型コロナウイルス感染症の影響による
　 三重国体中止のため、８競技のみ実施

目　　　　　的 対　　　象 事業内容及び参加者

　国体におけるドーピング検査等 　 ①国体帯同

　に対応し、かつ選手の健康管理 　・第76回国体(三重県）　[中止]

　傷害・外傷の診断、治療等にあ スポーツドクター

　たることを目的として、国体及び

　

　　　　 7/15　県教育会館

　・ドクターズミーティング(津市）　R3.9/20　[中止]

　諸会議に帯同ドクターを派遣する。

目　　　　　的 対　　　象 事業内容及び参加者

　・スポーツドクター代表者会議　R4.3/5    オンライン開催

　講習会・研修会を開催し、健全な 　スポーツドクター

　スポーツ活動を推進するとともに、

　・第76回国体会期前実施競技 8/30 県庁 　　 　[中止]

　に対応する。

　薬物乱用･誤用の認識を高めるた ①アンチ・ドーピング研修会開催(スポーツドクター・薬剤師等対象）

　めに、選手や指導者を対象とした 　国体選手・監督 　　　　7/15　県教育会館　　　　　　　 　　　　　　　　31名

　・スポーツドクター・競技団体

　 　 　

　・第76回国体  9/17 サンポートホール             [中止]

　・第77回冬季国体 R4.1/14県庁

③アンチ・ドーピング部会開催

④アンチ・ドーピング関係資料配布



 ８ 顕彰事業

名称 目　　　　　　的 期日・会場 表　彰　名 受　　賞　　者

林   正章(香川県ソフトボール協会)

七條 一雄(高松市スポーツ協会)

R4.3.26 山下 義則(香川県スポーツドクター協議会)

県教育会館
ミューズホール

金髙 大乘(フェンシング)

崎山 優成(空手道)

上原 光二(木太北部キッズ)

R4.3/6付 笹岡 啓一(スマイリーＳＨＩＰＳ)

本部表彰 川島 紀夫(城東サッカー)

片岡 貴正(ＦＣ ＡＮＩＭＯ)

大住 孝彦(白鳥ジュニアバドミントンクラブ)

秋元 一秀(仁尾サッカー)

高井 信一(陸上)

5/16付 公認スポーツ 馬場 正行(水泳)

指導者等表彰 中西 正美(バレーボール)

元木 倫子(スケート)

田万 豊廣(ソフトテニス)

冨士川 仁(ソフトボール)

眞鍋 由紀(カヌー)

原  泰富(空手道)

山田 英昭(銃剣道)

高崎  寛(ゲートボール)

 ９ 広報・記念事業他

　　　（１）「令和３年度スポーツ関係競技大会予定一覧表」の作成

　　　（2）広報誌「SportsかがわNo.76」の発行

　　　（3）香川県スポーツ協会ホームページによる情報提供

　　　（4）共催・後援事業……名義後援３４件

　　　（5）財団設立50周年記念講演会・シンポジウムの開催……Ｒ4.3/26　香川県教育会館ミューズホール

県
公
認
ス
ポ
ー

ツ
指
導
者
等
表
彰

　
公認スポーツ指導
者として、スポーツ
の指導育成及び組
織化、競技力の向
上、指導者制度の
発展その他県民ス
ポーツの振興に貢
献した者のうち、顕
著な功績があった
者を表彰する

　
ス
ポ
｜
ツ
功
労
者
表
彰

功労賞

 
スポーツの普及振
興に貢献が顕著な
ものを表彰し、もっ
て本県スポーツの
伸展に資する

優秀指導者賞 藤岡 英陽(香川陸上競技協会)

優秀選手
特別賞

宇山   賢(フェンシング)

優秀選手賞

県
ス
ポ
ー

ツ
少
年
団
本
部
表
彰

 スポーツ少年団の
育成指導に貢献し､
顕著な功績のある
指導者を表彰する



第１回理事会 5/27(中止) 書面決議により可決

第2回理事会 県社会福祉総合センター

定時評議員会 6/16(中止) 書面決議により可決

総務財務委員会

県教育会館

県教育会館

評議員選定委員会

高松国際ホテル

12/2

アンチ・ドーピング部会 7/15 県教育会館

7/15 県教育会館

アンチ・ドーピング講習会 県庁特別会議室

高松国際ホテル

書面決議により可決

スポーツ指導者

協議会 書面決議により可決

第１回指導者研修会 6/26 穴吹学園ホール

第１回常任委員会・委員総会 書面決議により可決

第２回常任委員会・委員総会

開催なし

中止

スポーツ少年団

指導者協議会 5/26

指導者協議会運営委員会 9/4

指導者研修会 10/16

第１回地域スポーツ推進団体連絡会議 8/26

第２回地域スポーツ推進団体連絡会議 11/22

第３回地域スポーツ推進団体連絡会議

香川県地域スポーツフォーラム 中止

加盟団体事務担当者会 4/28

新県立体育館建設に係る意見交換会 6/25 県教育会館

日韓青少年夏季スポーツ交流事業業者選定会議 県教育会館

県教育会館

R4.1/31

R4.2/19

R4.3/3

R4.3/11

R4.2/24(中止) 書面開催

県社会福祉総合センター

ミューズホール

ミューズホール

R4.2/24

理事会･評議員会

第１回広報普及委員会

認定審査委員会

4/15

R4.1/14

6/6

5/15(中止)

総務部会

リーダ会総会・育成担当者会

指導者・リーダー育成部会

活動開発部会

理事会

第１回理事会

第53回スポーツ医科学フォーラム

功労者表彰推薦委員会

 

　１０　会議等の開催

会　　　　議　　　　名　　　　等 期　　　　日 会場その他

臨時評議員会 R4.3/26 ミューズホール
（当日定数不足により書面決議で可決）

専門委員会等

競技スポーツ推進委員会 9/10 中止

普及広報委員会 R4.2/24

高松国際ホテル

第２回理事会

アンチ・ドーピング研修会

5/13 持回り決裁

総会 6/6

オンライン開催

第1回常務理事会 5/15(中止)

第2回常務理事会 R4.2/11(中止) 書面決議により可決

第２回指導者研修会 R4.2/11 中止

5/26(中止)

R4.3/6(中止) 書面決議により可決

9月・令和4年2月

4/7 県教育会館

第２回広報普及委員会 R4.1/12 県教育会館

県教育会館

中止

9/4 中止

R4.3/6

中止

スポーツドクター
協議会

県内各交流大会打合せ

中止

地域スポーツクラブ
推進事業

県教育会館

随時 県教育会館

R4.1/28

R4.2/22
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86 9 1,431 121 285 75 27 9 34 1 69 32 71 8 2 65 2 2,327

1,515

（２）香川県スポーツ少年団登録人数

（令和４年３月３１日現在）　　　

467団

登　　　録　　　者　　　数

団員数

8,170

計

10,467

11 登録状況

（１）(公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者登録人数
（令和３年１０月３１日現在）　　　

フィットネス資格 メディカル・コンディショニング資格 マネジメント資格

合計

競技別指導者資格

市　町　数 団　　　数
指導者数

１７市町

備考
役員・スタッフ

714

役職員数

68



（公２）香川県総合水泳プールトレーニング指導事業 

 

県の委託を受けて、総合水泳プールのトレーニングルームで、利用者が安全かつ効果

的にトレーニングを行えるように指導等の業務を行い、県民のスポーツ振興に寄与した。 

 

＜施設利用時間＞ 

施 設 名 期  間 利用時間 休 業 日 

トレーニング 

ルーム 

７月１日～８月31日 10:00～21:00 無 

９月１日～６月30日 
10:00～21:00（平日・土曜日） 

10:00～17:00（日曜日・祝日） 

毎週火曜日、 

12月29日 

～１月３日  

 

＜年間利用人数＞ 

内  容 利用人数 

トレーニングルーム利用者 35,175人（33,573人） 

トレーニング教室参加者 480人（370人） 

※ （ ）は令和２年度実績 

 

①トレーニング指導 

・初心者講習会の講師 

・トレーニングメニューの作成等 

利用者へトレーニングメニューの作成など必要に応じて、指導・助言を行った。 

②トレーニングルーム教室 

・トレーニング教室（年４回：１回あたり 10教室）の講師 

③トレーニングルームの監視等 

 利用者の受付及び監視を行い、安全確保につとめた。 

④トレーニング施設・整備の点検 

利用時間前及び利用時間後に、清掃及び器具の日常点検を行った。 

 

 

（収１）香川県総合運動公園グラウンド等整備事業 

 

県の委託を受けて、総合運動公園の県営野球場及び県営第２野球場を、県民がいつで

も快適に利用できるように常に整備し、各種大会、練習等が安全に行えるように維持管

理を万全に期し、県民のスポーツ振興に寄与した。 

 



＜施設利用時間＞ 

施 設 名 期  間 利用時間 休 業 日 

県営野球場 
４月１日～10月31日 

11月１日～３月31日 

9:00～21:00 

9:00～17:00 12月29日～１月３日 

県営第２野球場 通年 9:00～17:00 

＜年間利用人数＞ 

施 設 名 参加選手 観 客 数 

県営野球場 
13,497人 

（10,813人） 

27,167人 

（17,020人） 

県営第２野球場 
9,018人 

（6,686人） 

5,202人 

（2,235人） 

※ （ ）は令和２年度実績 

①通常時のグラウンドの整地・整備に関すること 

・内野グラウンド整備 

整地、転圧、散水等 

・グラウンド内側溝・排水溝汚土除去 

・外野芝生の年間管理 

年間管理計画に基づき、刈込み、コアリング、エアレーション、バーチカルカット、 

目砂散布、転圧、肥料散布、薬剤散布等の芝生管理 

・外野芝生等の日常整備・管理 

補修、捕植、除草、散水、芝滓収集運搬 

・外野観覧席芝生整備 

・ブルペン整備・清掃 

・ブルペン芝際刈りカット、ブルペン投手板・プレート・ホームベース交換 

・観覧席清掃、ダッグアウト、エントランスホール清掃、各部屋エアコン清掃、 

倉庫清掃 

・野球場周辺清掃、落葉収集 

・西入口レール清掃 

②大会利用時ならびに終了時のグラウンドの整備等に関すること 

・プロ野球、四国アイランドリーグ、高校野球等の公式戦、大会対応・合宿対応 

  試合前、５回終了時、試合後の他、必要に応じて、ライン引き、整地、散水等の 

グランド整備を行った。 

・ゴミ収集運搬、ブルペン、ダッグアウト等の清掃、臨時駐車場ライン引き 

 

③整備用器具の保守点検に関すること 

 使用前、使用後に整備用器具の点検・整備を行った。 


