平成２４
平成２４年度事業計画一覧
２４年度事業計画一覧
１ スポーツ振興事業
事 業 名

開催期日

開催場所

内

容

１ 国民体育大会等派遣事業
(1)国民体育大会選手派遣・派遣費補助事業
正式競技37競技
①第67回国民体育大会本大会

9月29日～
10月 9日

岐阜県下

先行開催競技／水泳
競泳・飛込 9月15日～ 9月17日
シンクロ
9月13日
水球
9月14日～ 9月17日

②第68回国民体育大会冬季大会
スピード
福島県郡山市
1月26日～ 2月 1日
未定
東京都下 フィギュア 東京都渋谷区
ショート
東京都江戸川区 未定
・
福島県郡山市 アイスホッケー 東京都西東京市・東大和市
未定

1)スケート・アイスホッケー競技会

1月26日～
2月1日

2)スキー競技会

2月16日～19日 秋田県鹿角市

(2)平成24年度国民体育大会東北ブロック大会
選手派遣派遣費補助事業

主会期
8月17日～19日

秋田県下

該当競技23競技

上記(1)、(2)の大会に青森県代表選手、同監督並びに本部
役員（ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ・ﾄﾚｰﾅｰを含む）を派遣する。
（交通費、宿泊費、服装費及び一部競技の運搬費補助）
２ 競技力向上事業
(1)総合選手強化対策事業

通年

県内外

本県競技力の向上を目的として、国体正式競技に該当する
40競技団体が県内外において強化合宿等を実施する。

(2)中学生強化事業

通年

県内外

本県競技力の向上を目的として、県中体連各専門部並びに
関係競技団体が県内外において強化合宿等を実施する。

(3)高校生強化事業

通年

県内外

本県競技力の向上を目的として、県高体連各専門部、強化
指定高校並びに関係競技団体が県内外において強化合宿等を
実施する。

通年

県内

各競技種目における一貫指導体制の導入・確立を目的とし
て、関係競技団体と高体連専門部等が連携し、競技者育成プ
ログラムの活用に関する指導者研修会を実施する。

通年

県内

②青森県スポーツ指導者研修会開催事業

調整中

調整中

日体協公認指導者の資質向上、活動促進等を図ることを目
的とした研修会を開催する。
※日体協公認スポーツ指導員の義務研修
（青森県スポーツ指導者協議会との共催事業）

③スポーツドクター養成講習会
受講者派遣事業

通年

東京都他

日体協が実施するスポーツドクター養成講習会に受講者を
派遣する。
（青森県スポーツドクターの会との共催事業）

④アスレティックトレーナー養成講習会
受講者派遣事業

通年

東京都他

日体協が実施するアスレティックトレーナー養成講習会に
受講者を派遣する。
（青森県スポーツドクターの会との共催事業）

調整中

県内各地

国民体育大会等において導入されているドーピング検査に
対応するため、ドーピング防止に関する研修会を実施する。

(1）アスリートプログラムサービス

通年

県ｽﾎﾟｰﾂ
科学ｾﾝﾀｰ他

県内外のスポーツ競技者並びに一般県民を対象とした各種
運動能力等の測定・検査とその結果に基づいた情報提供を行
う。

(2)チームサポート事業

通年

県内外

県内の高等学校の運動部に対し、スポーツ科学の専門家に
よる、年間を通したサポートを実施する。

年2回

県ｽﾎﾟｰﾂ
科学ｾﾝﾀｰ

青森県スポーツ科学センターの運営方法や事業内容等の推
進体制について協議し、同センターの円滑な管理・運営を図
る。

３ スポーツ指導者育成事業
(1)アスリート育成システム構築事業
(2)日体協公認スポーツ指導者養成事業
①指導員養成講習会開催事業

(3)国体選手を中心とした
ドーピング防止研修会開催事業

日体協公認指導員の養成講習会を開催する。
対象競技：バレーボール、ソフトテニス、なぎなた
（青森県スポーツ指導者協議会との共催事業）

４ スポーツ科学センター管理運営事業

(3）運営懇談会開催事業

事 業 名

開催期日

開催場所

内

容

５ 県民体育大会開催事業
県民の生涯にわたるスポーツ活動を推進し、県民の体力向
上と市町村の親善・交流を図ることを目的として、県民体育
大会を開催する。
(1)第67回市町村対抗青森県民体育大会開催事業

主会期
8月25日～26日

三八地域

実施競技：市の部 18競技・町村の部 17競技
地域予選実施競技：軟式野球、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ､ ｻｯｶｰ
先行開催競技：ウエイトリフティング 8月5日
テニス
8月12日
生涯スポーツ社会の実現を図るため、子どもから高齢者ま
で誰もがいつでも参加できる総合型クラブを設立・育成し、
地域住民による自主的かつ主体的な総合型クラブの組織化及
び定着化を推進する。

６ 総合型地域スポーツクラブ育成事業

事務局

県内総合型クラブの組織化を啓発するため、総合型クラブ
の創設及び活動、事務・経理処理等の運営全般に渡る指導・
助言を行うクラブ育成アドバイザーを配置する。

通年

県内各地

創設支援クラブの総合型クラブ創設に向けた活動等につい
ての現地調査及び指導・助言を行うとともに情報収集を行
う。
また、総合型クラブ未育成市町村の体協及び教育委員会、
スポーツ団体、地域住民等を対象に、広く総合型クラブの意
義・役割を啓発する。

(3)日本体育協会主催の会議・研修会への派遣

通年
（随時）

東京都他

「ブロック別クラブミーティング(青森県開催)」、「クラ
ブ育成アドバイザーミーティング」などへ関係者を派遣す
る。

(4)総合型地域スポーツクラブ
リスクマネジメント研修会

7月28日

青森市

総合型地域スポーツクラブ(育成中を含む)の関係者及び指
導者を対象に、総合型地域スポーツクラブに求められるリス
クマネジメントを学び、実践していくことを目的に実施す
る。

12月23日～28日

韓国

日本体育協会の委託事業として、小学生から一般までの混
合チームを派遣し、体操競技の合同練習、交流試合等の交流
を実施する。

通年

県内

県民の生涯にわたるスポーツ活動の推進に寄与することを
目的に、スポーツ活動における安全の確保に関する事業並び
にスポーツ活動等に伴い生じる傷害に対処するための事業を
実施する。

1月19日

青森市

平成２４年中に各種大会において優秀な成績を収め、本県
の競技力向上に貢献した選手やその指導者等を表彰する｡

7月～10月

スポーツ
資料館

通年

八戸自転車
競技場

(1)クラブ育成アドバイザーの配置

(2)創設支援クラブに対する現地ヒアリング
（未育成市町村への総合型クラブ創設に向けた
普及・啓発活動含む)

７ 国際交流事業

８ スポーツ安全協会運営受託事業

９ 青森県体育協会表彰事業
10

スポーツ資料館管理運営事業

11

八戸自転車競技場管理運営事業

通年

本県スポーツの関係資料を公開することによって本県ス
ポーツの普及・振興を図る。
本県自転車競技の振興と競技力向上を図るとともに、一般
県民の体力向上と健康増進を目的とし、管理運営を行う。

２ 青少年スポーツ育成事業
事 業 名

開催期日

開催場所

内

容

8月4日～7日

千葉県
（鴨川市）

8月3日～6日
(集合:8/2)

北海道
（札幌市）

②第35回剣道交流大会

3月25日～27日

佐賀県
（佐賀市）

③第10回バレーボール交流大会

3月23日～26日
（女子日程）

高知県
（高知市）

(3)第43回東北スポーツ少年大会派遣事業

8月2日～5日

青森県
（弘前市）

①第34回軟式野球交流大会
兼 東北Ⅰブロック代表決定大会

7月14日
（予備日15日）

秋田県
（男鹿市）

②第41回サッカー交流大会

7月28日～30日

山形県

全日本少年サッカー大会青森県大会（県予選)通過の3団
（2位～3位）を派遣する。
会場：山形県総合運動公園

③第32回ミニバスケットボール交歓大会

3月9日～10日

青森県
（青森市）

県予選通過の男女各3団（2位～3位）を派遣する。
会場：新青森県総合運動公園「マエダアリーナ」ほか

④第32回柔道交流大会

11月24日～
25日

宮城県
（仙台市）

１ 青少年スポーツ大会派遣事業

(1)第50回全国スポーツ少年大会派遣事業

スポーツ少年団活動をより一層促進し、地域における団活
動の活発化を図るため、本県より団員（小４～高３）及び指
導者を派遣する。
会場：鴨川市総合運動施設文化体育館ほか

(2)全国競技別交流大会派遣事業
①第34回軟式野球交流大会

東北Ⅰブロック代表決定大会通過の１団を派遣する。
会場：札幌ドーム他
県予選通過の１団（小学生団体）、男女各１名（中学生個
人）を派遣する。
会場：佐賀県総合体育館
県予選通過の女子１団（小学生）を派遣する。
会場：高知県立青少年センターほか
スポーツ少年団の交流活動を推進するとともに、地域にお
ける団活動の活発化を図るため、本県の中・高校生の団員及
び指導者を派遣する。
会場：岩木山総合公園

(4)東北ブロック競技別交流大会派遣事業
県予選通過の1団を派遣する。
会場：男鹿市市営球場

県予選通過の小学生の部・中学生の部の男女各１団を派遣
する。
会場：宮城県武道館

２ 青少年スポーツ交流大会事業
(1)競技会開催事業
①第34回陸上競技記録会

7月1日

中泊町

②第37回軟式野球競技会

6月23日～24日

外ヶ浜町

③第37回ミニバスケットボール競技会

1月12日～14日

十和田市

④第24回ソフトボール競技会

7月14日～15日

七戸町

7月8日

青森市

⑥第37回剣道競技会

9月30日

むつ市

⑦第37回柔道競技会

9月9日

五戸町

⑧第35回スケート競技会

1月9日

八戸市

1月20日

青森市

12月29日

青森市

1月14日

弘前市

8月2日～5日

弘前市

11月3日～4日

北海道
（札幌市）

⑤第34回ラグビーフットボール競技会

⑨第37回卓球競技会
⑩第10回バレーボール競技会
⑪第5回スキー競技会
(2)第46回県フェスティバル開催事業
（青森県スポーツ少年大会）

各競技会を通して団員の連帯感を深め、スポーツ少年団活
動の活性化を図る。
（陸上記録会事務：板柳町）

集団活動、スポーツ活動等を通し、団員相互の親睦と個々
の資質向上を図る。（期間：2泊3日）

３ 青少年スポーツ指導者育成事業
(1)認定育成員研修会（北海道・東北ブロック）

(2)指導者全国研究大会

(3)認定員養成講習会
兼 スポーツリーダー養成講習会

(4)市町村事務担当者会議
(5)全国指導者協議会

認定育成員の資格更新研修会。（認定期間：4年）

※日本体育協会日本スポーツ少年団創立50周年記念式典
開催のため

開催なし

6月30日～
7月1日

弘前市

8月25日～26日

八戸市

10月20日～
21日

青森市

4月20日

青森市

10月5日～6日

東京都

当該年度の登録指導者及び次年度に登録が見込まれる者を
対象とした認定員資格取得講習会を開催する。

各市町村における事務手続き等の円滑化と、指導者の資質
向上を図るための会議を開催する。
県指導者協議会 運営委員長を派遣する。

事 業 名
(6)東北ブロック指導者研究協議会
(7)県指導者協議会

開催期日

開催場所

11月15日～16日

岩手県
（盛岡市）

調整中

調整中

(8)日本スポーツ少年団
シニアリーダースクール

8月10日～14日

(9)全国スポーツ少年団リーダー連絡会

9月29日～30日

(10)第16回北海道・東北ブロック
スポーツ少年団リーダー研究大会

10月6日～8日

内

容

東北各県の指導者協議会代表及び関係者が一同に会し、全
国共通のテーマによる協議を行い相互理解を深める。
各市町村登録指導者相互の連帯と指導者の資質向上を図
り、指導活動のあり方等について協議する。

市町村におけるスポ少リーダーの資質向上と将来における
スポ少指導者の養成を目的とし、「日本スポ少リーダー制
静岡県
（御殿場市） 度」に基づいて日体協が実施する研修会にリーダー等を派遣
する。
東京都

全国都道府県スポ少リーダーの相互研修を通し、各県リー
ダー会の充実・強化並びにリーダー会の設置を促進するた
め、研修会にリーダー等を派遣する。

北海道・東北のリーダーが一堂に会し、相互の親睦を図る
とともに、今後の組織充実と活動の活性化並びにリーダーの
福島県
（猪苗代町） 資質向上のため、研究大会にリーダー等を派遣する。
会場：調整中

調整中

調整中

各事業に参加する団員の資質向上を図るために事前研修会
を開催する。
対象：日独同時交流(派遣)、シニアリーダースクール
全国少年大会、東北少年大会

9月15日～17日

弘前市

団活動2年以上の小学5年生から中学生までの団員を対象
とした、日本スポーツ少年団ジュニア・リーダー資格取得の
ための研修会を開催する。
会場：岩木青少年スポーツセンター

(13)県リーダー会

4月～3月

弘前市ほか

県リーダー会の総会、研修会等を開催（年4回）する。
会場：岩木青少年スポーツセンターほか

(14)東北６県体育関係代表者会議
スポーツ少年団部会

5月14日

岩手県
（盛岡市）

東北６県の体育・スポーツ少年団に関する事項の連絡調整
を図るとともに、当面する課題について協議し、体育・ス
ポーツの振興を期する。
対象：各県本部長、各県事務担当者

(15)東北ブロックスポーツ少年団連絡協議会

12月20日～21日

岩手県
（盛岡市）

東北各県スポーツ少年団の組織の充実とブロック内の連携
を深め、次年度の事業等について対応するために開催する。
対象：各県本部長、各県事務担当者

(16)日本スポーツ少年団
北海道・東北ブロック会議
(※北海道・東北6県の輪番制会議)

2月7日～8日

福島県
（福島市）

北海道・東北各県スポーツ少年団の組織の充実とブロック
内の連携を深め、次年度の事業等について対応するため、県
本部長・県指導者協議会代表者・県事務担当者等が参加す
る。

8月1日～18日

ドイツ

8月4日～8日

中泊町

(1)体力テスト会助成事業

4月～2月

県内各地

登録団員の体力測定を実施する市町村スポーツ少年団へ事
業費を助成する。

(2)各種研修会助成事業

4月～2月

県内各地

各種研修会を実施する市町村スポーツ少年団へ事業費を助
成する。

(3)各種交流事業助成事業

4月～2月

県内各地

各種交流事業（野外活動・レクリエーション等）を実施す
る市町村スポーツ少年団へ事業費を助成する。

(4)指導者協議会設置促進事業

4月～2月

県内各地

登録指導者が所属の市町村スポーツ少年団において、相互
連帯や資質・指導力の向上等を目的として新たに指導者協議
会を設置する市町村スポーツ少年団へ事業費を助成する。

1月19日

青森市

当該年度の日本スポーツ少年団顕彰の伝達並びに県スポー
ツ少年団の発展に貢献のあった指導者・単位団への表彰を行
う。
（県体協各賞授与式、県教育長表彰と併催）

4月～3月

青森市

平成26年（2014）の創立50周年記念行事に備え、各事
業について検討し円滑な準備をするため、準備委員委員会を
開催する。
対象：準備委員会委員

(11)各種事業事前研修会

(12)県ジュニア・リーダースクール

４ 国際交流事業
(1)第39回日独同時交流事業

①派遣
派遣団集合(結団式)：7月31日

②受入
(全体受入日程：7月25日～8月10日）
受入地：秋田県(北秋田市)⇒岩手県(盛岡市)
⇒青森県(中泊町)

ドイツ連邦児童青少年計画の基準及び日本スポ少育成計画
に基づいた両国の文化・経済・社会等の分野における学習を
目的とし、両国の友好と親善を深め、国際的視野を持つ青少
年を育成するために相互交流を行う。
派遣：東北Ⅰブロック（秋田・岩手・青森）として
団員、指導者をドイツに派遣する。
受入：東北Ⅰブロック（秋田・岩手・青森）の3県
で各県内の市町村輪番でドイツ団を受け入
れ、地元スポーツ少年団等と交流を行う。

５ スポーツ少年団活動助成事業

６ スポーツ少年団表彰事業

(1)県スポーツ少年団表彰

７ 青森県スポーツ少年団創立50周年記念事業

３ 青少年スポーツセンター管理運営事業
事 業 名

開催期日

開催場所

内

容

(1)施設整備事業

4月～3月

岩木青少年
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

利用者の増加を図るため、施設を良好な状態に維持管理す
る。

(2)屋外整備事業

5月～10月

〃

・グラウンドを整備し、各種大会会場地として利用者の増加
を図る。
・野外炊事の利用増に応えるため、野外炊事場及び東屋等を
整備する。（新規）

①製作体験活動支援事業

通年

〃

製作工程を体験し、昔ながらの遊具や津軽の伝統工芸を学
ぶ機会を提供し、自分で作るすばらしさを感じ取るとともに
「心に残る品」を作る。

②野外炊事食育推進事業

5月～10月

〃

子供たちに野外炊事体験の一環として、従来の定番メ
ニューに、昨年実施した「十和田バラ焼き」を加えるなどし
て野外炊事の充実を図る。

4月～3月

〃

ラグビー合宿・クロスカントリースキー合宿を始め、各種
強化合宿地として誘致を図る。

10月～3月

〃

秋以降の利用者の増を図るため県高文連及び高校の学習合
宿等を誘致する。

①スポーツゲームズ

5月19日～20日

〃

集団生活をしながら、軽スポーツ、レクリエーション活動
を通じて、スポーツに親しみ、友情と協力することの大切さ
を学ぶ。

②チャレンジクラブｉｎ岩木（健康増進講座）

9月29日～30日

〃

軽スポーツ等の運動と食事、栄養等の正しい基礎知識を習
得し、健康増進と利用者間の交流を図る。

③スノーフェスティバル

1月26日～27日

〃

仲間たちと楽しみながら雪上活動を実施し、自然の厳しさ
や雄大さを学ぶとともに、協調性や社会性を養う。

5月中旬
10月中旬

〃

誰もが気軽に楽しめるパークゴルフを通じ、健康と生涯ス
ポーツの必要性や重要性を認識し、互いの親睦を図る。

5月12日～13日

〃

（春）動植物の観察と春の山菜採り、パワースポット巡り及
びミステリーゾーン体験ツアーを実施する。

9月15日～16日

〃

（夏) 旧暦の８月１日に岩木山に登山し、ご来光を拝み「家
内安全」等祈願します。また、自然観察体験等ツアーを実施
する。

10月27日～
28日

〃

（秋）秋の収穫体験及び魚つり体験、取れたてのきのこを
使った鍋料理等を堪能するツアーを実施する。

2月9日～10日

〃

（冬）チューブソリと雪像作り、雪遊び、アイス作り等、冬
ならではの自然体験活動を実施する。

4月～3月

〃

ポールを購入（ニッセイ財団助成事業）し、児童生徒の宿
泊体験学習のプログラムの一環としてノルディック・ウォー
クを取り入れるほか、体験会を開催し、普及を図る。

12月26日
～28日

〃

シーズン最初の大会として開催し、本県クロスカントリー
スキー競技の普及・振興を図る。

１ 岩木青少年スポーツセンター管理運営事業

(3)宿泊体験活動支援事業

(4)スポーツ等合宿支援事業
①スポーツ合宿誘致
②県高等学校文化連盟及び学習合宿等誘致
(5)岩木青少年スポーツセンター自主事業

④パークゴルフ記録会（年2回）

⑤家族で体験・もっと知ろう （新規）
「郷土つがるの春夏秋冬」

⑥ノルディック・ウォーク及びスノーウォーク体
験普及事業 （新規）

２ ジュニアクロスカントリースキー大会開催事業

４ ゴルフ場管理運営事業
事 業 名

開催期日

開催場所

内

容

１ ゴルフ場管理運営事業
ゴルフ会員相互の親睦を深めるため、会員によるコンペを
県体協ｺﾞﾙﾌ場 開催する。
（参加料1,500円）

(1)会員月例コンペ

5月～10月

(2)企業コンペ

5月～10月

〃

日曜日の利用促進並びにゴルフ場の有効活用を図るため、
企業コンペを開催する。
（参加料1,500円）

平日のみ

〃

営業期間中の通常プレーに限り、電動カート、手押し及び
担ぎプレーの場合、1人プレーを可能とし、利用促進を図
る。
（電動カート使用時、通常プレー料金プラス1,050円）

(4)期間限定割引プラン

10月1日～
11月4日

〃

日中プレー・早朝・薄暮プレーを通常料金より500円割引
とする。

(5)最終営業割引プラン

11月5日～
クローズ

〃

電動カートでの営業終了に伴い、手押しプレー、担ぎプ
レーのみとなることから、一般2,000円、ゴルフ会員1,500
円でラウンドし放題を実施する。

〃

ゴルフ会員を対象として、スタンプカードのサービス提供
を行う。
（サービス内容）
○日中ラウンドすると1ポイント（曜日の限定なし）
○毎週木曜日はポイント２倍（祝日は除く）
○各種コンペに参加頂くとポイント2倍

〃

県内の各市町村、各公共施設、各ゴルフ練習場等にパンフ
レットを配布し、当ゴルフ場のＰＲを実施。

〃

ジュニア層の底辺拡大を図るため、18歳未満のプレー料
金を無料とする。（カート代別途）

(3)1人プレーの実施

(6)スタンプカードの実施

オープン～
11月4日

(7)広報活動
オープン～
クローズ

２ ジュニア育成事業

５ 青少年スポーツセンター収益事業
事 業 名
１ 岩木青少年スポーツセンター収益事業

開催期日

開催場所

通年

岩木青少年
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

内

容

スポーツ及び研修活動以外を目的とする個人及び団体の利
用に対し、施設を貸与並びに自動販売機の設置等、利用者の
利便性の向上を図る。

