平成２１年度事業報告
財団法人 秋田県体育協会
◇

重

点 目

標

１「競技スポーツの振興」、
「生涯スポーツの振興」
、
「障害者スポーツの振興」を柱とし、
組織強化並びに諸事業の一層の充実発展及び、安定した財政基盤の確立を図る。
２「秋田わか杉国体」で得た財産を生かし、今後の競技団体運営の更なる強化を図るた
めに、組織の充実、諸事業の発展並びに強化事業にかかわる経理事務の指導強化に努
める。

◇

推

進 事

業

１

競技スポーツ振興事業
（１）「秋田わか杉国体」の成果を生かした競技力向上対策等
ア 組織の拡充強化
①競技団体及びスポーツ少年団・中体連・高体連との連携強化
近畿まほろば総体後の少年の集中強化と平成２３年北東北インターハイ強化と
の連携
②社会人スポーツ組織の充実
強化チーム３競技５チーム（Ｈ２０ １１競技１８チーム）
イ 指導体制の確立
①指導者の確保・養成と資質の向上
テクニカルアドバイザー１０名を強化拠点校、強化拠点地区に配置
②アドバイザーコーチの招聘と活用
１８競技２９名を活用
③スポーツ医・科学を活用した一貫指導システムの構築
※県スポーツ科学センターアスリート総合診断事業
（県体育協会強化指定選手・チームに対する体力診断事業）
中学生

男子

７名

女子 １０名

計

高校生

男子１５５名

女子１５１名

計３０６名

一般

女子

１２名

１７名
計 １２名
合計３３５名

ウ 選手の育成強化
①有望選手の発掘と選手の確保
強化指定選手制度の活用
②強化推進拠点校制度の導入
強化拠点制度の継続と高体連特別強化指定校制度
③医・科学サポートによる選手の育成
トレーナー派遣事業
東北総体 ２４名、 国体

１４名、強化練習 ２５名、

その他の大会 ８名
エ スポーツ医・科学の充実
①国体選手・指導者のメディカルチェック及びサポート
国体選手へ問診票の発送・回収
ドクター・薬剤師によるチェックとアドバイス
②国体への帯同ドクターの派遣
本大会４名、冬季大会（スケート）１名、冬季大会（スキー）３名
③ドーピング防止教育・啓発事業の推進
国体事前アンチドーピング講習会の開催

平成２１年９月２日（水）

対象者 国体出場選手・監督
講師

県体育協会スポーツ医科学委員会 湊

オ 諸条件の整備・充実
①練習環境の整備・充実
県有体育施設の有効活用
②顕彰制度・支援活動の充実
秋田県スポーツ賞を通じた選手の意識の高揚

（２）東北総体、国体等への選手団派遣
ア 第３６回東北総合体育大会（青森県）
８月２１日（金）～８月２３日（日）
※主会期 エントリー数３７競技１１１３名
イ 第６４回国民体育大会本大会（新潟県）

昭策 ドクター

９月２６日（土）～１０月６日（火）
※本大会 エントリー数３４競技３７９名
（結果）天皇杯３０位（８６８．０点）皇后杯４１位（４０８．５点）
ウ 第６５回国民体育大会スケート・アイスホッケー競技会（北海道・釧路）
平成２２年１月２７日（水）～１月３１日（日）
スピード競技のみ出場 エントリー数６名
入賞数１

天皇杯得点２１点

（参加点含スケート１０点、アイスホッケー１０点）
男女総合成績 ２４位
エ 第６５回国民体育大会スキー競技会（北海道・札幌）
平成２２年２月２５日（木）～２月２８日（日）
エントリー数６０名
入賞数１７ 天皇杯得点８４点 皇后杯得点４７点※
天皇杯順位・得点

１２位

１１５．０点

（スキー、スケート参加得点含む。）
皇后杯順位・得点

１０位

５７．０点

※ スキー競技会 男女総合成績４位

（スキー参加得点含む。）

女子総合成績１位（

※ ３９年振り２度目の１位）
（３）第６０回県民体育大会の開催（４１競技）
３８競技

２

３９５１名

生涯スポーツ振興事業
（１）第３９回県民スポーツ大会（１９競技）
１８競技 ２４３０名
（２）総合型地域スポーツクラブの普及及び創設
設立済みクラブ数４３（平成 22 年 4 月 7 日現在）
※県内２５市町村中２３市町村が設立済み
スポーツクラブ育成委員会の開催

３回

各地区啓発研修会の開催並びに現地ヒアリング
クラブマネジャー養成講習会の開催（前期・後期） ３０名
秋田県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の設立
平成２１年８月１日（土）平安閣 ８６名

（３）秋田県スポーツ指導者協議会
第１回研修会

５月３１日（日） シャインプラザ平安閣 ９２名

第２回研修会 １１月２８日（土） 秋田市文化会館

８１名

※平成２１年度第１回全国スポーツ指導者連絡会議北海道・東北ブロック会議
６月２６日（金）～２７日（土）ホテルメトロポリタン秋田４２名 ※幹事県
（４）日本スポーツマスターズへの選手団の派遣（静岡県）
９月１８日（金）～２２日（火）４競技
テニス、バレーボール、空手道、ゴルフ※ゴルフ９月１６日（水）～１８日（金）
（５）スポーツ少年団の活動推進事業
ア 県内交流大会
・第４６回秋田県スポーツ少年大会（由利本荘市）
８月１日（土）～３日（月）県立岩城少年自然の家

１２１名

・第３２回秋田県スポーツ少年団大会（各地 ９種目）
柔道

７月２６日（日）県立武道館 ４８６名

バレーボール ８月

１日（土）～ ２日（日）
県営トレーニングセンター ５７６名

軟式野球

８月

ラグビー

９月２６日（土）～２７日（日）大潟村 ３０８名

水泳

８月３０日（日） 五城目町営屋内温水プール １１４名

卓球

７日（金）～１０日（月）秋田市営八橋球場３６５名

１１月 ３日（火） 秋田県立体育館

４７９名

Ｈ．２２
ミニバスケット １月 ５日（火）～ ８日（金）秋田市立体育館 ８０名
スキー

１月２３日（土）～２４日（金）矢島スキー場

２１７名

２月２０日（土）～２１日（日）花輪スキー場

１８名

３月

６日（土）～ ７日（日）田沢湖スキー場

２８４名

イ 東北交流大会
・第４０回東北ブロックスポーツ少年大会（由利本荘市）
７月３１日（金）～８月３日（月）県立岩城少年自然の家
指導者１名、団員８名
・東北ブロックスポーツ少年団競技別交流大会（４種目）
サッカー

８月

１日（土）～ ４日（火）岩手県３チーム

軟式野球 ７月１８日（土）

北秋田市２チーム

柔道 １１月２８日（土）～２９日（日）

秋田県立武道館 １２チーム

ミニバスケット ３月１３日（土）～１４日（日）

秋田市立体育館

６チーム

ウ 日独スポーツ交流事業（受入：にかほ市）

３

受

入

７月３０日（木）～８月 ５日（水）にかほ市

指導者１名、団員８名

派

遣

７月２０日（月）～８月１１日（火）ドイツ

団員２名

障害者スポーツ振興事業
（１）障害者スポーツ大会への協力
全国障害者スポーツ大会

１０月８日（木）～１２日 ７６名

（２）障害者スポーツ関係団体の連携強化
秋田県障害者スポーツ協会との連携協力
・スポーツ指導者の派遣（ボランティア）
※今年度実績（北秋田市ソフトボール、秋田市

軟式野球、水泳

綱引き）

・健常者と障害者の交流会の実施
※県内総合型地域スポーツクラブ交流事業等への参加促進
※県内総合型地域スポーツクラブへの働きかけ
※今年度実績 秋田市 五城目町 横手市大森 三種町
・障害者スポーツ指導員の養成
※今年度実績 県内総合型地域スポーツクラブ指導者１７名参加
（秋田県初級障害者スポーツ指導員養成講習会）
・障害者スポーツ大会への人的支援（大会サポーター）
※今年度実績 三種町（北海道・東北ブロック知的障害者バレーボール大会）
※「秋田わか杉大会」開催地
・障害者施設等への運動プログラムの提供

４

講習会・研修会等の開催
（１）日本体育協会公認指導員養成講習会（専門科目）
８月８日（土）～９月６日（日）バレーボール競技 ２６名 秋田市立体育館他
（２）スポーツ指導者研修会「スポーツ障害防止対策事業」
第１回研修会 ５月３１日（日）９２名
第２回研修会１１月２８日（土）８１名
（３）スポーツ少年団認定員養成講習会
〈前期〉
県北地区会場 能代市

８９名

中央地区会場 秋田市・由利本荘市 ６３６名
県南地区会場 横手市・湯沢市

１２６名
合計８５１名

〈後期〉
県北地区会場 大曲市

１３４名

中央地区会場 秋田市

２６１名
合計３９５名

（３）スポーツ少年団認定育成員研修会・再研修
秋田市・湯沢市・三種町で開催

５

広報事業
（１）機関誌「スポーツ秋田」（年２回

各２，０００部）

第１６５号、第１６６号
（２）「スポーツ行事予定」 （年１回

３，０００部）

６月発刊
（３）ホームページによる情報発信
今年度新規開設

６

顕彰事業

（１）秋田県スポーツ賞
功労賞６名、栄誉賞５名、国際奨励賞３名、優秀指導者賞８名、有功賞６名
栄光賞個人３０名、団体１３団体
奨励賞個人２３名、団体８団体
（２）人見スポーツ賞
個人の部

高堰 美里（米内沢高校） スキー競技

団体の部 秋田県スキー連盟
（３）畠沢国体賞
個人の部

佐々木

吉徳（秋田県自転車競技連盟）自転車競技

（４）辻ジュニアスポーツ大賞
※今年度新規事業
個人の部

７

深瀬 菜月（秋田市立秋田東中学校）

人見スポーツ傷害基金事業

新体操競技

（１）傷害防止対策事業
秋田県スポーツ指導者協議会へ委託
（２）死亡弔慰金の給付
今年度実績なし
（３）スポーツ障害者に対するカウンセリング
今年度実績なし

８

財政基盤の確立
（１）賛助会員の募集

（２）寄附金の募集

９

有限会社秋田スポーツカンパニーの解散
平成２２年３月３１日付け解散
※新年度よりカンパニーの事業を県体育協会が継承し、協会の収益事業として実施

１０

経理事務の適正化
会計規程の見直しと全部改正（新たな会計規程の制定）

１１

スポーツ少年団の改革に関する取組
事務局組織の一体化
事業会計の特別会計への組入れ

１２

県体育協会の今後の方針の策定
公益法人制度改革に伴う移行措置について検討を行い、公益財団法人への移行
の認定申請を行うこととされた。

