
１　本部会議の開催

時間 会場

第１回   6月25日（火） 14:00～
武道館
第１会議室

第２回   9月5日（木） 14:00～
武道館
第１会議室

第３回  11月7日木） 14:00～
武道館
第１会議室

第４回   3月5日（木） 14:00～
武道館
第１会議室

２　諸会議の開催

期日 時間 会場

 5月23日（木） 19:00～
武道館
第１会議室

 7月4日（木） 19:00～
武道館
第１会議室

 7月17日（火） 17:30～
武道館
研修室

 11月12日（火） 19:00～
武道館
第１会議室

 1月20日（月）
 1月21日（火）
 1月22日（水）
 1月23日（木）

 8:50～
武道館
研修室

 3月10日（火） 19:00～
武道館
第１会議室

平成３１年度競技力向上対策本部事業計画

開催日 協議内容

○ ジュニアアスリート・トータルサポート事業について
○ 山梨県体育協会特別助成事業について

○ 第74回国民体育大会関東ブロック大会の成績並びに
　　競技力分析について
○ 山梨県体育協会特別助成事業について

国体派遣担当者・事務担当者会議
・ 第74回国民体育大会の申込みについて
・ 第74回国民体育大会選手派遣費・補助金の手
   続きについて

競技団体別個別会議（冬季競技）
・ 平成30年度競技力向上事業の反省
・ 平成31年度競技力向上事業計画について
　 （第75回国民体育大会競技力分析について）

第２回理事長・事務局長・主任強化
コーチ会議

・ 第74回国民体育大会表彰状並びに賞状披露
・ 第75回国民体育大会について
・ 競技力向上対策費補助金（後期配分）について
・ やまなしスポーツ賞について
・ 競技団体個別会議について

○ 第74回国民体育大会結果並びに第75回国民体育大会
　　への取り組みについて
○ 選手強化費（後期配分）について
○ 競技団体個別会議について

○ 2020年度競技力向上基本計画について
○ 2020年度事業計画・予算について
○ 第75回国民体育大会競技力分析について
○ 2020年度競技力向上対策費補助金について
○ 平成31年度競技団体個別会議の結果について

名称 内　　容

第１回理事長・事務局長・主任強化
コーチ会議

・ 平成31年度競技スポーツの振興について
・ 競技力向上対策費補助金交付の基本方針に
   ついて
・ 競技力向上対策費補助金事務手続きについて
・ 競技力向上対策費補助金について

競技団体別個別会議（本国体競技）
・ 平成31年度競技力向上事業の反省
・ 2020年度競技力向上事業計画について
　 （第75回国民体育大会競技力分析について）

第３回理事長・事務局長・主任強化
コーチ会議

・ 2020年度競技スポーツの振興について
・ 2020年度競技力向上対策費補助金について



３　２０２０年東京オリンピック選手助成・支援事業関係

期日 時間 会場

 4月25日（木） 19:00～
武道館
第１会議室

４　国民体育大会関係

会場 内容

主任強化コ－チ・監督・コ－チ・候補
選手名

県内各会場 本部員・アドバイザー・担当職員

監督会議 小瀬武道館
選手団本部役員紹介
決意表明
激励のことば

競技激励 千葉県
選手団本部役員として参加
競技力調査分析

記者発表 県庁県政記者室 総監督・副総監督

監督会議
選手団激励

小瀬武道館
選手団本部役員紹介
決意表明
激励のことば

会期前実施競
技
結団壮行式・
選手団激励

小瀬武道館
選手団結成
山梨県旗授与　　他

会期前実施競
技激励

茨城県
アドバイザー及び担当職員
水泳・ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ・体操

結団壮行式・
選手団激励

小瀬武道館
選手団結成
山梨県旗授与　　他

正式競技激励 茨城県
選手団本部役員として参加
激励・競技力調査分析

成績報告 教育委員会室 団長・顧問・総監督　他

県内各会場 本部員・アドバイザー・担当職員

競技激励 群馬県 アドバイザー及び担当職員

２０２０年東京オリンピック選手助成・
支援事業認定証交付式

・２０２０年東京オリンピック選手助成・支援事業
　における認定証の交付
・内容及び報告についての説明

名称等 日時

名称 内　　容

第74回国民体育大会
（いきいき茨城ゆめ国体）

 9.6（金）（予定）

 9.18（水）（予定）

 8.28（水）（予定）

 9.7（土）～
        9.16（日）

 9.20（金）（予定）

 9.28（土）～
        10.8 (火）

 10月下旬

第74回国民体育大会
競技別強化コ－チ・候補選手名簿作成

 4.9（月）～
        4.27（金）

競技団体夏季強化事業への激励  6月上旬～8月下旬

第74回国民体育大会
　関東ブロック大会

 8.6（火）

 8.23（金）～
        8.25（日）

国体冬季大会競技への激励
 11月下旬～
        ２月初旬

第75回国民体育大会
　アイスホッケー競技
　関東ブロック大会

 12.6（金）～
　　　　12.8（日）



記者発表 県庁県政記者室 団長・総監督　他

監督会議
選手団激励

小瀬武道館
選手団本部役員紹介
決意表明
激励のことば

結団壮行式・
選手団激励

小瀬武道館
選手団結成
山梨県旗授与　　他

競技激励 青森県
選手団本部役員として参加
激励・競技力調査分析

記者発表
県庁
県政記者室

団長・副団長・総監督　他

監督会議
選手団激励

小瀬武道館
選手団本部役員紹介
決意表明
激励のことば

結団壮行式・
選手団激励

小瀬武道館
選手団結成
山梨県旗授与　　他

競技激励 富山県
選手団本部役員として参加
激励・競技力調査分析

５　競技力分析関係

第75回国民体育大会
　スケート競技・
　アイスホッケー競技

 1.7（火）（予定）

 1.15（水）（予定）

 1.15（水）（予定）

 1.29（水）～
        2.2（日）

内容

第74回国体関東ブロック大会競技力担当分析 8.3（金）（予定）
第74回国民体育大会競技力の分析
（早期開催分）

第74回国体関東ブロック大会競技力担当分析 8.30（木）（予定）
第74回国民体育大会競技力の分析
（中心会期開催分）

第75回国民体育大会
　スキー競技

 1.27（月）（予定）

 2.5（水）（予定）

 2.5（水）（予定）

 2.16（日）～
        2.19（水）

会議名 期日

第２回分析会議 10月下旬
第75回国民体育大会競技力分析について
競技団体選手強化費後期配分について

第75回国体冬季大会競技力担当分析 2.21（木）（予定） 競技力分析並びに平成32年度 前期配分の分析

第１回分析会議 9月上旬
第74回国民体育大会競技力分析について
競技団体選手強化費関ブロ通過配分について

第74回国民体育大会競技力担当分析
10.23～24（火・水）

（予定）
後期配分の分析

第75回国民体育大会本大会競技力担当分析 2.21（木）（予定） 競技力分析並びに平成32年度 前期配分の分析

第３回分析会議 3月上旬
第75回国民体育大会競技力分析について
競技団体選手強化費後期配分について



６　激励・競技力調査分析及び施設等訪問

場所 内容等

県内各施設
県施設：馬事振興センター他２件
市町村施設：甲州市塩山体育館他４件

県内対象団体
競技力向上への協力依頼
アドバイザー及び事務局

県内各施設
アドバイザー
競技力向上事業への協力依頼

県内各会場 少年の競技力調査分析

関東各都県
アドバイザー
少年の競技力調査分析

甲府市・小瀬他
アドバイザー
少年の競技力調査分析

鹿児島・熊本・
宮崎・沖縄・和
歌山

アドバイザー
少年の競技力調査分析

県庁～富士吉田
市～山梨文化会
館前

アドバイザー及び担当職員
成年・少年等の競技力調査分析

富士急ハイラン
ド・小瀬

アドバイザー
少年の競技力調査分析

京都市
アドバイザー
少年の競技力調査分析

大阪府・東京都
他

アドバイザー
少年の競技力（ラグビ－・サッカ－）
調査分析

長野県・木島平
スキー場

アドバイザー
少年の競技力調査分析

北海道
アドバイザー
少年の競技力調査分析

新潟県
アドバイザー
少年の競技力調査分析

東京都他
アドバイザー
少年の競技力調査分析

事業名 期日

合宿交流（指定チ－ム･候補選手)の激励

 6月上旬～8月下旬

県内各会場
アドバイザー及び担当職員
成年・少年等の競技力調査分析

 12月中旬～2月中旬

県高校総合体育大会激励
 5.8（水）～
        5.10（金）

関東高等学校体育大会の激励
 6.１（土）～6.17（月）
 7.20（土）～7.22（月）
 10.4（金）～10.6（日）

県中学校夏季総合体育大会激励
 7.25（木）～
        7.30（火）

県有体育施設等の使用料減免依頼施設訪問  5月中旬

企業・大学訪問  4月末～5月

選手・指導者の学校・職場訪問
 4.15（月）～
        4.19（金）
　　　（予定）

全国高校駅伝大会の激励  12.22（日）

全国高校選手権大会等の激励
 12月下旬 ～
        １月初旬

県高校総合体育大会スキ－競技会激励
 1.8（水）～
        １.10（金）

全国高校総合体育大会（夏季大会）激励
 7.24（水）～
        8.20（火）

県一周駅伝競走大会の激励
 11.30（土）～
        12.1（日）

県高校総合体育大会スケ－ト競技会激励
 Ｆ11.30（土）
 Ｓ12.6（金）～
        12.7（土）

全国高校総合体育大会スケ－ト競技会激励
 1.22（水）～
　　　　1.26（日）

全国高校総合体育大会スキ－競技会激励
 2.3（月）～
　　　　2.7（金）

全国高校選抜大会激励  2月～3月



７　その他　諸会議への出席

内容等

平成31年度競技力向上（選手強化）計
画及び現状
競技力分析の調査

平成31年度競技力向上計画の反省につ
いて
第74回国体・75回冬季国体候補選手に
ついて

緑が丘体育館
平成31年度競技力向上事業の推進につ
いて説明

甲府富士屋ホテル 本部長・副本部長他出席

甲府富士屋ホテル 各競技団体代表者出席

山梨信用金庫 国体の現況についての説明

小瀬武道館 本部委員・アドバイザー出席

甲府商工会議所 国体の現況について説明

甲府富士屋ホテル 本部長・副本部長他出席

小瀬武道館
第72回山梨県体育祭り開会式場におい
て

防災新館 表彰選手等の選考審査

防災新館 各種大会優秀選手等の表彰

小瀬武道館 本部長・副本部長他出席

甲府富士屋ホテル 本部長・副本部長他出席

甲府富士屋ホテル 各競技団体代表者出席

諸会議名 期日・時間

競技団体別強化会議出席

4.8（月）～4.26（金）

11.18（月）～ 12.6（金）
（予定）

小中体連・高体連との連絡調整会議 随時

全国高校総合体育大会結団壮行式 7.9（火）

企業スポーツ連絡協議会総会 7.16（火）（予定）

第２回理事会 8.2（金）

第１回理事会 6.4（火）

定時評議員会 6.20（木）

企業スポ－ツ連絡協議会理事会 7.10（水）（予定）

第３回総務委員会 3.6（金）

第３回理事会 3.12（木）

臨時評議員会 3.19（木）

山梨県体育協会表彰 9.14（土）

やまなしスポーツ賞審査会 1.7（火）（予定）

やまなしスポーツ賞表彰式 2.14（金）


