
 

 

平成 28 年度公益財団法人福岡県体育協会事業報告 

 

 本協会の 28 年度事業は、「（財）福岡県体育協会の新世紀スポーツ振興ビジョン」中・長期

計画の実行に努めるとともに、関係機関と連携して『県民のスポーツライフの充実と豊かで活力

ある生活の実現』に向けた諸事業を推進した。 

 

１ 「生活・健康スポーツ」の振興事業 

（１）郡市体育団体の組織の整備強化と活動の充実等を支援するため、地方体育助成事業（40 郡

市）を実施した。 

（２）スポーツをとおした青少年の健全育成を図るとともに、広く県民の継続的なスポーツ活動

の実践を促進するため、地域スポーツ振興助成事業（30 事業）を実施した。 

（３）スポーツフェスタ・ふくおか第 59 回福岡県民体育大会を福岡県との共催で、県民スポー

ツの部 39 競技、国体予選の部 40 競技を実施し、郡市予選会を含め約 34,000 名が参加した。

なお、開催地実行委員会及び実施競技団体に運営費の一部を補助した。 

また、市町村対抗形式でスポーツの総合祭典第 3 回市町村対抗「福岡駅伝」を実施し、60

市町村から 1,587 名が参加した。 

（４）総合型地域スポーツクラブを育成するため、総合型地域スポーツクラブ育成委員会の設置

やクラブアドバイザーの配置、未育成市町村への啓発、アシスタントマネジャーの養成など

の総合型地域スポーツクラブ設立推進・育成推進事業を実施した。 

 

２ 「競技スポーツ」の振興事業 

（１）競技団体の組織の整備強化と指導者の養成等を支援するため、競技団体選手強化対策事業

を実施した。 

（２）福岡県選手強化推進実行委員会が実施する選手強化事業に協力するとともに、各競技団体

において優れた素質を持つ選手を発掘し、長期的・計画的に育成する一貫指導体制の整備を

推進するため、一貫指導システム構築のための活動助成事業（12 競技団体）を実施した。 

（３）国民体育大会での上位入賞を図るため、監督研修会の実施、結団式における激励映像の上

映、スポーツ医・科学面からの支援などの強化対策事業を実施した。 

（４）平成 28 年度国民体育大会第 36 回九州ブロック大会夏季大会に 180 名、秋季大会に 533 名、

冬季大会に 39 名の選手団を派遣した。 

（５）第 71 回国民体育大会に 734 名の選手団を派遣した。 

（６）第 72 回国民体育大会冬季大会スケート・アイスホッケー競技会に 73 名、スキー競技会に

34 名の選手団を派遣した。 

 

３ 「ジュニアスポーツ」の振興事業 

（１）競技力向上のための有望選手発掘システムとジュニア期からの一貫指導体制を確立するた

め「福岡県タレント発掘事業」を実施した。 

（２）ジュニアスポーツ振興と競技力向上を目指し、学校体育団体との連携強化を図った。 

 

４ スポーツ少年団事業 

（１）スポーツ少年団未結成市町村の結成促進に努め、平成 28 年 9 月 30 日現在で 21 市 21 町村

に設置されており、スポーツ少年団の登録は、717 団、団員 13,748 名、指導者 3,371 名、役

職員 254 名が登録した。 

（２）地区本部の組織強化を図るとともに、各地区で地域交流事業を実施した。 

（３）認定員養成講習会を開催し、178 名の参加者のうち 64 名を認定した。また、認定保留者の

うち 165 名を追加認定、さらに資格移行者は 19 名であった。その結果、県内認定員は 1,989

名となった。 

（４）ジュニア・リーダースクールを開催し、122 名のジュニア・リーダーを養成した。 



 

 

（５）九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会、同指導者研究協議会、日本スポーツ少年団九州

ブロック会議が福岡県で開催され、九州ブロックの事業等を協議するとともに指導者の資質

の向上を図った。 

（６）県内競技別交流大会（6 競技）を実施し、団員・指導者 2,583 名（軟式野球 316 名、剣道

378 名、バレーボール 858 名、ソフトボール 430 名、サッカー350 名、ミニバスケットボー

ル 251 名）が参加し、交歓・交流試合をとおして団員相互の交流を図った。 

（７）第 48 回九州ブロックスポーツ少年大会を福岡県で開催し、団員・指導者 49 名を派遣し、

諸活動等活発に取り組むとともに、参加者間の交流を図った。 

（８）第 54 回全国スポーツ少年大会が香川県で開催され、団員・指導者 8 名を派遣し、リーダ

ーの養成と指導者の資質向上を図った。 

（９）九州ブロックスポーツ少年団競技別交流大会に団員・指導者 142 名（軟式野球 46 名、ソ

フトボール 14 名、空手道 6 名、バレーボール 27 名、ミニバスケットボール 36 名、剣道 13

名）を派遣し、交歓・交流試合をとおして各県団員相互の交流を図った。 

（10）全国スポーツ少年団競技別交流大会に、団員・指導者 21 名（バレーボール 13 名、剣道 8

名）を派遣し、交換・交流試合をとおして各県団員相互の交流を図った。 

 

５ 指導者養成事業 

（１）公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会（上級指導員：空手道 13 名、

公認指導員：バレーボール 35 名が受講）を実施した。 

（２）公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度による登録促進の結果、平成 28 年 10

月 1 日現在の県内登録者数は、3,961 名となった。 

（３）福岡県スポーツ指導者協議会の組織強化を図るとともに、県スポーツ指導者研修会を 5 月

15 日（182 名）、11 月 6 日（86 名）に実施した。 

 

６ スポーツ医・科学事業 

（１）最新のスポーツ医科学の研究成果を競技者のトレーニングやコーチング及び県民のスポー

ツ活動に適切に反映できるよう、スポーツ医・科学サポート実践事業を実施し、専門的指導

者（「スポーツ医・科学サポートチーム」）29 名の組織化と 101 回のサポート（派遣等延べ

数）を行った。 

（２）スポーツ医学、スポーツ科学、スポーツ栄養、スポーツマネジメントの領域毎にテーマを

設定し、競技力向上や健康・体力つくりに係る実践的調査研究を実施した。 

（３）国民体育大会結団式において、アンチ・ドーピングやスポーツ栄養に関するワンポイント

アドバイスを実施した。 

（４）国民体育大会へスポーツドクター及びトレーナーを派遣（九州ブロック 5 名、本大会 7 名、

冬季大会 4 名）しメディカルサポートを実施した。また、科学サポート員を派遣（九州ブロ

ック 2 名、本大会 1 名）し、映像分析による戦術立案のサポートやニューズレターの配信を

実施した。 

 

７ 情報提供・広報事業 

（１）本会ホームページの更新に努めるとともに、掲載内容を充実させた。 

（２）関係機関と合同でスポーツ情報発信システムを構築し、メールを用いて各加盟団体等に

最新スポーツ情報を配信した。 

（３）広報紙「体協ふくおか」第 104、105 号を発刊した。 

８ 表彰事業 

多年本県スポーツの普及振興に寄与し、その功績が顕著な個人 14 名と 3 団体並びにスポー

ツにおいて抜群の成績を挙げた個人 32 名と 11 団体を表彰した。また、感謝状を 6 名に贈呈

した。 

 

９ 財政基盤の整備事業 

企業からの賛助金による資金のほか、加盟団体等に協力を求め、資金調達に努めた。 



 

 

10 その他関連事業 

（１）加盟団体等が行うスポーツ事業に対し、133 件の後援を行った。 

（２）県、県教育委員会のスポーツ振興事業に積極的に協力した。 

（３）業務の適正を確保するための体制の整備についての規程等について、適正に運用した。 

 

11 組織運営 

（１）理事会 

第 1回 平成 28年 

5月 23日(月) 

報告事項(1) 平成 28年度事務局事務分掌について 

報告事項(2) 

報告事項(3) 

理事・監事の評議員会への推薦について 

代表理事及び業務執行理事の職務状況報告について 

第 1号議案 平成 27年度事業報告(案)について 

第 2号議案 平成 27年度決算報告(案)について 

第 3号議案 平成 28年度第 1次補正予算(案)について 

第 4号議案 各専門委員会(案)について 

第 5号議案 平成 28年度定時評議委員会の招集について 

第 2回 

 

平成 29年 

2月 8日(水) 

報告事項(1) 

報告事項(2) 

 

報告事項(3) 

報告事項(4) 

第 71回国民体育大会結果報告について 

第 72回国民体育大会冬季大会(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 

会)結果について 

代表理事及び業務執行理事の職務状況報告について 

(公財)福岡県体育協会基本財産の運用について 

第 1号議案 (公財)福岡県体育協会表彰規程施行細則の改正(案)

について 

第 2号議案 平成 28年度(公財)福岡県体育協会表彰について 

第 3号議案 平成 28年度臨時評議員会の招集について 

第 3回 

 

平成 29年 

3月 17日(金) 

報告事項(1) 第 72回国民体育大会冬季大会(ｽｷｰ競技会)結果に 

ついて 

第 1号議案 平成 29年度事業計画(案)について 

第 2号議案 平成 29年度収支予算(案)・資金調達及び設備投資の

見込み(案)について 

第 3号議案 競技団体加盟申請について 

 

（２）評議員会 

定時 平成 28年 

6月 7日(火) 

報告事項(1) 平成 28年度事務局事務分掌について 

報告事項(2) 平成 27年度事業報告について 

第 1号議案 

第 2号議案 

評議員定数の見直しについて 

平成 27年度決算報告(案)について 

第 3号議案 平成 28年度第 1次補正予算(案)について 

第 4号議案 理事・監事の選任について 

臨時 平成 29年 

3月 17日(金) 

報告事項(1) 第 71 回国民体育大会及び第 72 回国民体育大会冬季

大会の結果報告について 

第 1号議案 

第 2号議案 

平成 29年度事業計画(案)について 

平成 29年度収支予算(案)・資金調達及び設備投資の

見込み(案)について 

 


