平成22年度事業計画
総

務

会議
評議員会
理事会

6月10日・3月22日 熊本市
4月23日・6月10日・12月21日・
3月22日（年4回開催） 熊本市
常任委員会
5月25日・8月18日・12月21日・
3月11日（年4回開催） 熊本市
加盟団体長・理事長会 11月3日（H日航熊本））＊街頭募金実施
日本体育協会評議員会 6月16日・3月23日 東京都
日体協加盟団体事務局長会議 4月21日 東京都
都道府県体育協会連合会総会 6月15日 東京都
連合会西地区事務局長研修会 11月25日〜26日 徳島県
連合会都道府県体協事務局職員研修会 12月8日〜10日 山口県
九州地区体育協会連絡協議会 4月8日〜9日：鹿児島県、11月：佐賀県
会計監査
5月14日 熊本市
県体協スポーツ功労者等表彰
推薦締め切り＝5月14日
選考会＝総務常任委員会（5月）
表彰式＝9月18日（県民体育祭開会式にて・荒尾市）
広報誌「熊本体協」、ホームページ
「体協会報」年2回発行、ホームページ年４回更新
（諸情報、資料、報告、記録等編集）
体協親善ゴルフ大会
12月4日くまもと城南カントリークラブ
加盟団体組織強化事業
免税募金還元事業 ※協力加盟団体へ実績額の半額を還元
国体実施競技団体外（８競技団体）への助成事業
財務特別委員会
免税募金等財務対策 企画会及び委員会各2回程度(8・12月）開催

競技力向上
会議
常任委員会
強化委員会

年2回程度
（5・3月）開催
年2回
（11月･2月）開催
※委員（理事・競技団体代表で構成）
競技力向上対策事業説明会 4月16日（金)開催 グランメッセ熊本
競技力向上対策事業（県競技スポーツ振興事業）
⑴選手強化事業
・ 国体強化事業
（一般強化、特別強化）
・ 練習環境整備
⑵一貫指導体制整備事業
・ ジュニア育成強化事業(タレント発掘･普及､ジュニア育成･強化）
・ 指導体制強化事業（強化指導者研修派遣：中央研修、企業、大学連携）
⑶トータルサポート事業
・ スポーツ医科学対策事業
・ 競技力向上対策研修会事業
・ 調査研究･広報事業
競技力向上対策事業（県体協自主事業）
⑴国際大会出場選手等激励事業
⑵全国大会開催費助成事業
第30回九州ブロック大会（鹿児島県開催）
⑴夏季大会 6月27日〜7月25日（8競技）＊5市1町
⑵秋季大会 8月18日〜27日
（24競技）
＊6市3町（熊本県益城町）
⑶冬季大会 12月4日〜5日（アイスホッケー競技)
※福岡県で開催
第65回国民体育大会（千葉県開催）結団式9月16日(木）
⑴9月8日〜17日
水泳競技
⑵9月21日〜23日
ゴルフ競技
⑶9月25日〜10月5日 陸上競技他 32競技
第66回国民体育大会冬季大会（青森県・秋田県開催）結団式1月中旬
⑴冬季大会スケート・アイスホッケー競技
平成23年1月26日〜30日：青森県
⑵冬季大会スキー競技 平成23年2月12日〜15日：秋田県
日韓親善スポーツ交流事業 7月5日〜8日
7月1日〜4日 本県の高校生男女35名（本部役員含む）の
卓球・剣道選手を韓国忠清南道へ派遣

県民スポーツ
会議
常任委員会
県民体育祭委員会
クラブ育成委員会

年3回程度
（5・11・3月）開催
委員＝地域団体、関係競技団体代表
県体の基本的事項等協議（年2回程度）
年2回開催
日体協委託事業に係る事項等協議

第65回熊本県民体育祭
9月18日〜19日
荒尾市
参加申込締切日時：8月2日正午 第1回郡市代表者会8月10日
選手変更締切日時：8月26日17時 第2回郡市代表者会9月1日
第33回体協ゴルフ大会(兼熊本県小･中･高校ゴルフ大会)
※熊本県民体育祭公開競技
申込締切
4月5日(月） 県ゴルフ協会加盟クラブ
【グロス競技】
一般男子
北部地区大会 5月21日(金) くまもと中央カントリー
クラブ
中部地区大会 5月21日(金) 阿蘇東急ゴルフクラブ
南部地区大会 5月21日(金) ワールドカントリー倶楽部
第一戦
6月8日（火） グランドチャンピオンゴルフクラブ
決 勝
6月2日（金） 熊本空港カントリークラブ
シニア
第一戦
5月25日（火） くまもと城南カントリークラブ
決 勝
6月18日（金） チサンカントリークラブ御船
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ミッドシニア、グランドシニア、一般女子
第一戦
5月19日（水） 矢部ゴルフクラブ
決 勝
5月29日（火） あつまるレークカントリークラブ
【熊本県小・中・高校ゴルフ大会】
第一戦
5月10日（月） 鹿央ゴルフ倶楽部
決 勝
6月11日（金） 阿蘇ハイランドゴルフコース
日本スポーツマスターズ2010
9月17日〜21日
三重県
参加資格：原則として競技団体に登録した35歳以上
実施競技：水泳競技 他12競技
地域スポーツ普及事業
地域おけるスポーツ推進基盤の整備拡充
助成金＝各郡市体協へ配分
競技等普及費補助事業
加盟団体実施の「100円募金」実績額を全額還元
※還元時の振込手数料は団体負担
総合型地域スポーツクラブ育成推進事業（日体協委託事業・国庫補助）
①クラブ育成アドバイザーの配置
事業推進担当としての2名のアドバイザーの配置
②創設支援クラブに関する現地ヒアリング
事業を受託した地域に対する指導助言、また情報収集
のための巡回実施
③日本体育協会開催の会議･研修会への派遣
九州ブロッククラブミーティング（2回）、九州ブロック
クラブ育成推進協議会（1回）、アドバイザーミーティン
グへの派遣
広域スポーツセンター指導者派遣等事業（スポーツ振興くじ助成事業）
①総合型地域スポーツクラブ育成委員会の開催
5月、
2月の年2回 育成委員会所管事業についての委
員会開催
②未育成市町村への総合型クラブ設立に向けた普及啓発活動
未育成地域へ年２回程度の現地ヒアリングを開催
③総合型クラブ育成支援チームの設置
設立クラブを対象に、10クラブ程度に講師を派遣。
④熊本県総合型クラブ連絡協議会の開催
県内交流大会（年１回）の開催、ブロック別連絡調整会
議、常任委員会（4回）
・理事会（2回）
・評議員会（2回）の
開催
⑤創設支援クラブ担当者会議の開催
事業を委託した地域の事務局を集めた育成推進事業に
関する担当者会を年１回開催し、8月と12月の年2回ヒ
アリングを実施。
スポーツ活動推進事業
（スポーツ振興くじ助成事業）
①総合型クラブ啓発フォーラムの開催
未育成地域の会場において、地域住民を対象とし、年１
回程度開催
②都道府県クラブマネジャー養成講習会開催
7月から9月の期間で計3日間開催
③火の国広域スポーツセンター委託事業

スポーツ少年団
会議
常任委員会
指導者協議会
県事務担当者会議
日本スポーツ少年団委員総会

年2回程度(5月・3月）開催
6月3日 熊本市 KKWING
6月3日 熊本市 KKWING
6月10日・平成23年3月
東京都 岸記念体育会館（年2回）
都道府県事務担当者会議 6月10日 東京都 岸記念体育会館
九州ブロック会議※担当県（大分県）
九州ブロック会議
4月15日〜16日 大分市
九州指導者連絡協議会
11月6日〜7日 大分市
日本スポーツ少年団九州会議 1月27日〜28日 大分市
指導者養成・研修
県認定員、スポーツリーダー養成講習会
2月19日〜20日 熊本市
リーダー養成
県ジュニアリーダースクール
3月25日〜27日 芦北町
県リーダー会総会6月6日
熊本市城南町（リーダー定例会は月１回開催）
スポーツ少年大会
九州大会 7月31日〜8月3日
大分県玖珠郡九重町
全国大会 7月30日〜8月3日
島根県出雲市 ※前泊有り
競技別交流大会（県・九州・全国大会）
＜県大会＞
・ 剣道 中学生大会 6月13日 相良村
小学生大会 7月10日 山鹿市
・ 軟式野球
6月19日･20日･26日 熊本市
・ バレーボール
7月3日〜4日
熊本市
・ ソフトボール
7月10日〜11日
熊本市
・ 少林寺拳法
10月24日
熊本市
＜九州大会＞
・ 空手道
7月31日〜8月1日
福岡県
★サッカー
8月6日〜8日
熊本県大津町
・ ミニバスケットボール
8月6日〜8日
宮崎県
・ 軟式野球
8月6日〜8日
佐賀県
・ バレーボール
8月14日〜16日
鹿児島県
・ ソフトボール
8月20日〜22日
沖縄県
・剣 道
8月28日〜29日
長崎県
＜全国大会＞
・ 軟式野球
8月6日〜9日
北海道
・ ホッケー
8月6日〜9日
福井県
・剣 道
平成23年3月26日〜28日 兵庫県

・ バレーボール
平成23年3月28日〜31日 三重県
日独同時交流事業（幹事県：佐賀県）
九州Ⅰブロック受入調整会議 5月2１日
佐賀市
受入：8月2日〜6日(人吉市受入) 派遣：7月20日〜8月11日（0名）
日体協関係
指導者養成・研修
全国指導者協議会
6月18日〜19日
東京都
指導者全国研究大会 6月20日
東京都
認定育成員研修会
10月23日〜24日
福岡市
リーダー養成
シニアリーダースクール 8月12日〜16日
静岡県
全国リーダー連絡会 10月２日〜３日
東京都
九州ブロックリーダー研究大会 10月9日〜11日 ※熊本県(あしきた青少年の家）

スポーツ指導者養成
会議
常任委員会
5月
熊本市
専門委員会
5月26日
熊本市
常任・専門合同委員会
3月
熊本市
都道府県事務担当者会議 6月9日〜10日 東京都
県競技団体指導者養成担当者会 6月25日
熊本市
九州ブロックスポーツ指導者連絡会議 6月18日〜19日 大分県
東京都
全国スポーツ指導者連絡会議 12月17日
養成講習会・研修会
指導員養成講習会（日本体育協会委託事業）
・ 指導員専門科目：空手道競技＊独自事業：バレーボール、
軟式野球、バドミントン
・ 上級指導員養成：共通科目・県体協／専門科目・卓球競技
・ スポーツリーダー養成：年4回開催
熊本県スポーツ指導者研修会 5月9日 グランメッセ熊本
公認スポーツ指導者表彰
日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰事業
12月17日 東京都
ミズノスポーツメントール賞
・ 表彰式：次年度４月 東京都
スポーツ教室開設事業 5教室
希望地域団体
※公認スポーツ指導者の活用促進を目的として実施
熊本県スポーツ指導者協議会活動推進事業
「熊本県スポーツ指導者協議会」の活動を支援。
※公認スポーツ指導者相互の連帯と、資質、指導力の向上
及びスポーツ指導活動の推進を図る。

スポーツ医科学
会議
常任・専門合同委員会

常任委員会（5・11・3月）専門委員会（5・11・3月）
＊11・3月は合同
５月下旬

トレーナー部会
競技スポーツ振興事業
スポーツトレーナー等派遣事業
九州ブロック大会及び本国体へのスポーツトレーナー派
遣スポーツトレーナー資質向上のための研修会を含む）
メディカルチェック事業
国体候補選手に対する基本健康調査（アンケート形式）
・メ
ディカルチェックの実施
医科学サポート事業
心理サポートプログラム・栄養サポートプログラム
スポーツ医科学普及事業
研究紀要No.26編集・発行
スポーツドクター活用活性化事業
スポーツドクターの各種競技会への派遣協力事業やスポーツ
医科学の普及･振興を図るための研修会等の実施を行う。
体力づくりサポート事業
国体候補選手等に対する体力測定及び分析
アンチドーピング教育・啓発事業
国体選手を中心としたアンチ・ドーピング教育・啓発事業の実施
スポーツ指導者フォーラム
期 日：平成23年1月初旬 会場地：熊本
対 象：各競技団体、スポーツドクター、トレーナー、公認スポーツ指導者等
日体協関係
第65回国体ドクターズミーティング
9月24日 千葉県
公認スポーツドクター養成講習会
スポーツマンの健康管理、スポーツ障害、スポーツ外傷
の診断、診療、予防、研究等にあたる医師を養成する。本
会からの受講者推薦。
公認アスレティックトレーナー養成講習会
スポーツドクター及びコーチとの緊密な協力のもと
に、スポーツ選手の健康管理､障害予防、スポーツ外傷・
障害の応急処置、アスレティックリハビリテーション
及び体力トレーニング、コンディショニング等にあた
る者を養成する。本会から受講者推薦。
スポーツドクター代表者協議会
平成23年3月5日 東京都
公認スポーツドクター研修会
東ブロック（茨城県）中ブロック（京都府）西ブロック（佐賀県）
アスレティックトレーナー連絡会議
平成23年1月頃 東京都

