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は じ め に

本年、韓国の平昌で開催された「第23回オリンピック冬季競技大会」において、日本選手団

は、13個のメダルを獲得し、過去最高の成績をおさめ、国民に多くの感動と勇気を与えました。

日本選手団の中には、本県ゆかりの選手やスタッフも多数参加しており、本県の競技レベル

の高さを示していただきました。

そのような中、兵庫県体育協会は、加盟団体及び関係機関との連携のもと、「スポーツ立県

ひょうご」実現に向けて県民スポーツの普及・振興、競技力の向上、国際大会への協力・支援

などを重点目標としてさまざまな取組を実施するとともに、今年が兵庫県政150年記念の年で

あることから様々な協賛事業を展開していきます。

１ 県民スポーツの普及・振興

(1) 兵庫県政150周年記念事業協賛事業の開催

    平成30年７月 12日に県政150周年を迎えます。これを記念し、兵庫県体育協会では

事務局及び各施設で、協賛事業を開催し、県民に広く「スポーツ精神の高揚、スポーツ

の振興、健康の増進」についての意識の高揚を図ります。

(2) 生涯スポーツの振興

  昨年本県で開催された「日本スポーツマスターズ2017兵庫大会」で県民の生涯スポー

ツへの気運が高まる中、平成 30 年度は、「第 2 回関西シニアマスターズ大会兵庫大会」

が開催されます。開催への協力を通じて生涯スポーツの振興に取り組みます。

２ 競技力の向上

(1) 国体天皇杯８位入賞

近年、天皇杯順位は、11位から 12位であることから、新規事業の『国民体育大会団体

競技強化プロジェクト』により高得点が期待できる団体競技の強化を図ります。各競技

団体と連携し、国体候補選手の強化合宿・練習会等を実施し、「チーム兵庫」が一丸とな

って戦い福井国体では天皇杯８位入賞を目指します。

(2) 選手育成・強化対策

   平昌オリンピック冬季競技大会では、これまでの『未来のスーパーアスリート支援事

業』指定選手が複数出場するなど、成果を挙げていることから、２年後に迫った「2020

東京オリンピック」等の世界大会出場に向けて兵庫県のトップアスリートの育成・強化

を一層図るため、各年齢階層別に一貫した競技力向上事業を実施し、世界で活躍できる

選手の輩出に努めていきます。

３ 国際大会への協力・支援

ゴールデンスポーツイヤーズと呼ばれる 2019 年の「ラグビーワールドカップ 2019」から

2021年に向けて、関係競技団体及び関係機関と密接に連携し推進していきます。特に「ワー

ルドマスターズゲームズ 2021 関西」では県下 10 市町で 6競技 8 種目を開催することから、

県民のスポーツへの興味・関心の高まりと生涯スポーツへの理解の深化を図るため、大会の

成功に向け積極的に参画し、支援していきます。
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Ⅰ 平成 30 年度の重点施策

１ 県民スポーツの普及・振興

(1) 兵庫県政 150 周年記念事業協賛事業の開催

県政 150 周年を記念し、兵庫県体育協会事務局及び各施設において、記念協賛      

事業を開催するとともに、横断幕を作成し広く県民への周知に努めます。

ア 事務局

① 春の県民ふれあい大会の開催（ワールドマスターズゲームズ実施競技等体験会）

県民が広くスポーツに親しむため、県民大会総合開会式終了後、加盟競技団体の協力

を得て、体験教室を開催する。また、生涯スポーツの祭典である「ワールドマスターズ

ゲームズ」の本県開催競技を県民に広く知ってもらうための体験会も併せて実施する。

  日 時： 平成 30 年 5 月 13 日（日）県民体育大会開会式終了後

  場 所： 明石公園アサダスタジアム

   体験競技：加盟競技団体で希望する競技

② ジュニアを対象としたテニスイベント

天王ダムスポーツガーデンにおいて、指導者を招き地域の子どもを対象としたテニスイ

ベントを実施する。

イ 学校給食・食育支援センター

① ひょうごの農と魚を知ろう！～農業・漁業体験～

   兵庫県の主要産業のひとつである農業及び漁業に関し、体験活動を通して兵庫の産業を

理解し、自然の恵みや作り手への感謝の気持ちを醸成し、食に関する意識を高める。

   【米作り農業体験】 日時：平成 30 年 5 月 19 日（土）、9 月 15 日(土）、10 月 20 日(土）

             場所：アグリヘルシーファームほか

   【地引き網漁業体験】日時：平成 30 年 10 月 6 日（土）

             場所：五色町   

  ② 学校給食用物資研究会（展示会）    

   旧五国(摂津･播磨･但馬･丹波･淡路)の食材を利用した献立レプリカ及び学校給食用パ

ンの展示を実施する。

ウ 海洋体育館

海体祭にて、オリンピック強化選手等による講演会、記念ヨットレースを開催する。

エ 円山川公苑

① 円山川カヌー体験 Day

    SUP(スタンダップパドルボード)･カヌー･カヤックの１日体験会を実施する。

② 川旅 2018 

          地域の商工会･住民とで創る円山川カヌーツアーイベントを実施する。

  ③ 2018 チャレンジカヌーin 円山川

    障がい者･介護者･カヌー指導ボランティアが交流するカヌーイベントを実施する。

オ 武道館

新
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    兵庫武道祭において「日本におけるロシア年」事業の一環で、ロシアの武道代表団を招き、

武道祭のアトラクションとしてロシアの武道のデモスレーション、ワークショップを開催

する。

(2) 生涯スポーツの振興

  兵庫県及び関西広域連合が主催する「第２回関西シニアマスターズ大会兵庫大

会」への協力を通じて県民の生涯スポーツの振興を推進します。

ア 第２回「関西シニアマスターズ大会兵庫大会」の開催

    関西の中・高年層のスポーツ愛好家が参加できる「第２回関西シニアマスターズ大会

兵庫大会」を兵庫県・関西広域連合が共同で開催する。本協会は大会に積極的に参画す

る。

   開催時期：平成 30 年９月～11 月

   競  技：７競技(ｻｯｶｰ･ﾃﾆｽ･ｿﾌﾄﾃﾆｽ･卓球･ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ･ﾍﾟﾀﾝｸ)

   参 加 者：約 3,000 名(予定)

２ 競技力の向上

各競技団体と連携して、福井国体での天皇杯８位入賞を目指すとともに、本県のト

ップアスリートの育成・強化を推進し「2020 東京オリンピック」等の世界大会出場に

向けて兵庫県のトップアスリートの育成・強化を一層図ります。

(1) 国体天皇杯 8 位入賞

『国民体育大会団体競技強化プロジェクト』を新たに展開して、他府県の強豪チームとの

強化試合・合宿や県内練習会の実施により、国体団体競技の強化を図る。

29 年度に始まった『ジュニア層を対象としたトップアスリート等による特別強化事業』で

は、県内の有望な中学生を対象に、トップアスリート等を講師に迎え集中的なレッスンを引

き続き実施する。

   参考 ジュニア層を対象としたﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ等による特別強化事業〔H29 年度実績〕

     招聘指導者・・・１９名（１１競技）

      サッカー：山本昌邦氏 元日本代表監督

      体操：秋山エリカ氏 元オリンピック代表チームコーチ

      バレーボール：真鍋政義氏、南部正司氏、前全日本バレーボールチーム監督

      卓球：平野早矢香氏 ロンドン五輪女子団体銀メダルメンバー   ほか

(2) 選手育成・強化対策

  主に２年後にせまった 2020東京オリンピックに向けた、『未来のスーパーアスリート支援   

事業』では、1人でも多くの選手をオリンピックに出場できるよう育成・強化に引き続き取り

組んでいく。

   参考 未来のスーパーアスリート支援事業〔H29年度実績〕

       支援選手数・・・62名（21 競技）

     （内訳：水泳 14名、体操６名、スケート、サッカー、柔道各５名 等）

      この他、多くの優秀な指導者の育成を推進するため「指導者養成事業」にも取り組む。

特に『スポーツ指導者海外派遣事業』では平成 30年度は 4競技 8名を予定しており、

新

新
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世界で戦う選手の育成とともに、優秀な指導者の育成にも取り組んでいく。

   参考 スポーツ指導者海外派遣事業〔H29年度実績〕

    海外派遣人数・・・８名（４競技）

     （内訳：ハンドボール→ドイツ、バスケットボール→スペイン、

        サッカー→ドイツ、ラグビー→ニュージーランド 等）

３ 国際大会への協力・支援

ゴールデンスポーツイヤーズと呼ばれる 2019 年から 2021 年に向けて、関係競技団

体及び関係機関と密接に連携し推進します。  

(1) ワールドマスターズゲームズ 2021 関西に向けた参加促進

2021 年に関西を中心として開催される標記の大会の機運醸成及び参加促進に向けた取

組を実施する。

大会概要

  日  時：平成 33 年(2021 年)5 月 14 日(金)～5 月 30 日(日)の 17 日間

  場  所：8 府県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県)

       ※岡山県で兵庫県が運営し、クレー射撃を実施する。

  競  技：32 競技 55 種目

       本県開催競技：(6 競技 8 種目)

オリエンテーリング(養父市・神河町・香美町）、テニス(三木市・加西市）、水泳(水球･シンクロ           

ナイズドスイミング（尼崎市）･飛込（神戸市）)、テコンドー(姫路市）、バレーボール（ビーチ           

バレーボール）（南あわじ市）、クレー射撃（岡山県)

       参考：神戸市開催競技････卓球、水泳(競泳)、陸上競技(競歩)、オリエンテーリング、

                        バスケットボール、野球(硬式野球)

ア 兵庫県実行委員会の運営

  イ 1000 日前イベントの実施

  ウ アジアパシフィックマスターズゲームズ 2018 ペナン大会におけるＰＲ活動等

     開催時期:平成 30 年（2018 年）９月７日（金）～15 日（土）の９日間

    開催場所：マレーシア・ペナン

     参 加 者：約 10,000 名(原則 30 歳以上)

  エ ひょうご女性スポーツの会

  オ ワールドマスターズゲームズ 2021 関西参加促進事業

  カ 春の県民ふれあい大会の開催（ワールドマスターズゲームズ実施競技体験会の開催)

キ オープン競技（第３次募集 H30.11.1～12.20）の参加募集

(2) ラグビーワールドカップ 2019 神戸開催の協力・支援

  2019 年に神戸にて開催される標記の大会の推進委員会に参画し、積極的な協力・支援

を行う。

大会概要

  日  時：平成 31 年(2019 年)９月 26 日(木)、30 日(月)、10 月３日(木)、８日(火)

  場  所：ノエビアスタジアム  

拡
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横断幕の作成

春の県民ふれあい大会の開催

  県民大会総合開会式終了後、各種競技の体験会を実施 

ジュニアを対象としたテニスイベント

  天王ダムスポーツガーデンで、地域の子供を対象としたテニスイベントを開催

兵庫武道祭

  「日本におけるロシア年」事業の一環    

で、ロシアの武道代表団を招き、

兵庫武道祭のアトラクションとして、  

ロシアの武道のデモスレーション、

ワークショップを開催

円山川カヌー体験Day

     SUP(スタンダップパドルボード)･カヌー･

  カヤックの１日体験会を実施

   川旅2018

地域の商工会･住民とで創る円山川カヌーツ

  アーイベントを実施

    2018 チャレンジカヌーin円山川

  障がい者･介護者･カヌー指導ボランティアが

  交流するカヌーイベントを実施

海体祭ヨットレース

オリンピック強化選手等による

   講演会、記念ヨットレースを開催

学校給食用物資研究会(展示会) 

旧五国(摂津･播磨･但馬･丹波･淡路)の食材

   を利用した学校給食用パン、献立レプリカ  

   の展示 
ひょうごの農と魚を知ろう！

    ～農業･漁業体験～

  米作り農業体験、地引き網漁業の実施と、

    県産品の収穫体験

150
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本県の競技力向上事業（2020東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組）

ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ

ス ポ ー ツ の 普 及 啓 発

競
技
力
の
向
上
（
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
の
育
成
）

中体連・高体連強化事業

小
学

中
学

高
校

成
年

未
来
の
ス
ー
パ
ー
ア
ス
リ
ー
ト
支
援
事
業

強化合宿・練習

強化選手指定

強化運動部指定

指導者養成事業
ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの育成とともに、

優秀な指導者の育成が不可欠

☆2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ☆
2022北京冬季オリンピック

県 体 育 協 会

世界で活躍できる選手育成

選手サポート

競技力向上

委員会

医･科学委員会

選手育成事業

2019

国民体育大会天皇杯８位以内
平成30年福井県 平成31年茨城県 平成32年鹿児島県

県民スポーツ普及・振興

スポーツ少年団事業の推進

学校給食

の充実・

食育推進

事業

体育・ｽﾎﾟｰﾂ施設の管理運営

第2回関西ｼﾆｱﾏｽﾀｰｽﾞ大会

兵庫大会

ワールドマスターズゲー

ムズ2021関西支 援

参 画

加
盟
団
体

連携

協力

選手強化事業

ラグビーワールドカップ

新規
国民体育大会団体競

技強化プロジェクト
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　１　事業体系図

 (1) 第73回国民体育大会･第74回国民体育大会冬季大会派遣事業

Ⅱ　事業体系図及び事業別概要

 １ スポーツ少年団事業
 (4) 表彰事業

 (1) 市町スポーツ振興補助事業

 (2) 兵庫県民体育大会

 (3) 国際交流事業

 １ 県民スポーツ普及･振興事業  (4) スポーツクラブ21ひょうご支援事業

 (5) 体育功労者等の表彰事業

 (6) 兵庫県中学校体育連盟振興補助事業

 (7) 生涯スポーツ県民ふれあい大会補助事業

 (1) 日本体育協会公認指導員･上級指導員養成講習会

 ２ スポーツ指導者養成事業  (2) 日本体育協会公認スポーツリーダー養成講習会

 (3) 兵庫県スポーツ指導者研修会

 (1) 各種大会開催事業

 (2) 指導者等養成事業

 (3) 国際交流事業

 (5) 各種大会派遣事業

 ２ 健康増進施設の管理運営事業  (1) 兵庫県天王ダムスポーツガーデン管理運営事業

 １ 学校給食･食育支援事業
 (2) 食育支援事業

 (2) 兵庫県立円山川公苑管理運営事業
 １ 公の施設の管理運営事業

 (3) 兵庫県立武道館管理運営事業

 (1) 兵庫県立海洋体育館管理運営事業

 (1) 学校給食用物資の供給事業

 (4) 選手サポート事業

 (6) 市町スポーツ少年団補助事業

 １ 国民体育大会派遣事業

 (1) 組織充実･強化事業

 (4) 兵庫県立弓道場管理運営事業

 (2) 指導者養成事業
 ２ 選手育成･強化対策事業

 (3) 選手強化･育成事業

ⅱ スポーツ少年団事業の推進

ⅰ 県民スポーツの普及・振興

ⅲ 競技力の向上

ⅳ 学校給食の充実・食育支援事業の推進

ⅴ 体育・スポーツ施設の管理運営
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対　　象：市町体育協会 等

実施時期･場所：未定

場　　所：8府県(近畿2府4県、鳥取県、徳島県)

実施競技：32競技55種目

兵庫県・関西広域連合が共同で開催する大会に積極的に参画する。

　　　子どもから高齢者まで幅広い年齢層の住民が、身近な体育施設などを活用し、様々なスポーツを楽しむことのできる地域住民の自主運営によるスポーツクラブ２１を支援する。

　　　　実施時期：5/13

　　　　場　　所：明石公園アサダスタジアム(陸上競技場)

　 　  ②　春の県民ふれあい大会の開催(再掲)

　 　  ①　ワールドマスターズゲームズ2021関西の開催に向けて、兵庫県実行委員会に参画する

 　ア 国際スポーツ交流事業　地域交流推進事業(日体協受託事業)

２ 事業別概要

6月～3月 神戸しあわせの村他

全県スポーツサミット 全クラブ 12/8 養父市ビバホール（予定）

10カ所 6月～2月 県内各クラブ等

開催時期：2021/5/14～5/30(17日間)

   ウ 県政150周年記念事業　春の県民ふれあい大会の開催（再掲）

　　　　対　　象：関係競技団体・一般

　　　子どもから高齢者まで幅広い年齢層の住民が、身近な体育施設などを活用し、様々なスポ
　　ーツを楽しむことのできる地域住民の自主運営によるスポーツクラブ21を支援する。

クラブアドバイザー派遣事業

全県スポーツ大会 各地区代表等

 １ 県民スポーツ普及･振興事業 
  県民総スポーツを目指し、県民の体育･スポーツに対する理解と関心を深め、その実践を促進
するため、各種スポーツ事業等を実施する。

 (1) 市町スポーツ振興補助事業

 (3) 国際交流事業

 (4) スポーツクラブ21ひょうご支援事業(ひょうご広域スポーツセンター)

　　　　場　　所：明石公園アサダスタジアム(陸上競技場)

　　　市町体育協会が開催するスポーツ･レクリエーション事業等に補助を行う。

　　　　対　　象：市町体育協会

　　　　場　　所：各市町

　　　　実施時期：4月～3月

　　　加盟競技団体の参加による総合開会式と各競技別大会を開催する。

　 ア 総合開会式

　　　　対　　象：加盟競技団体

　　　　実施時期：5/13

 (2) 兵庫県民体育大会

   イ 各競技別大会

　　　　場　　所：県内各地

　　　　実施時期：4月～3月

　　　　対　　象：加盟競技団体

　 　  韓国・中国・ロシアとスポーツを通じて国際親善交流(受入･派遣)を行う。

 　イ　 ワールドマスターズゲームズ2021関西

事　業　名 場　所実施期間対　象

　　　 ③　第２回「関西シニアマスターズ大会兵庫大会」の開催（再掲）

ⅰ 県民スポーツの普及・振興

新

新
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　　　子どもから高齢者まで幅広い年齢層の住民が、身近な体育施設などを活用し、様々なスポーツを楽しむことのできる地域住民の自主運営によるスポーツクラブ２１を支援する。

 (7) 生涯スポーツ県民ふれあい大会補助事業

実施期間 場　所事　業　名 対　象

　　　　実施時期：7/14、1/12

 (3) 兵庫県スポーツ指導者研修会(日体協受託事業)

　　　公認スポーツ指導者等を対象に研修･講演会等の資格更新講習会を開催する。

 (2) 日本体育協会公認スポーツリーダー養成講習会

　　　　実施時期：6月～1月

　　　　　　　　　ひょうごスポーツクラブリーダー講習会修了者、各スポーツ指導者

　　　公認スポーツリーダー資格取得のための講習会を開催する。

　　　　対　　象：日本体育協会公認スポーツ指導者、兵庫県スポーツ少年団指導者、

場　所

神戸常盤アリーナ（予定）

　　　　場　　所：未定

　　　　場　　所：しあわせの村

 (6) 兵庫県中学校体育連盟振興補助事業

　　　中学校の体育･スポーツの振興を図るため、県中学校体育連盟が主催する総合体育大会及
　　び新人種目別大会の開催を補助する。

　　　　対　　象：兵庫県中学校体育連盟

 (1) 日本体育協会公認指導員･上級指導員養成講習会(日体協受託事業)

　　　競技別指導員等の資格取得のための講習会を開催する。

　　　　対　　象：実施競技団体指導者

　　　　実施時期：5/19～5/20

　　　　対　　象：公認指導員養成講習会受講希望者、地域のスポーツクラブ等指導者

　　　　場　  所：県立総合体育館

 (5) 体育功労者等の表彰事業

2月

実施時期

　 　   実施時期：11/23

 ２ スポーツ指導者養成事業

兵庫県体育協会表彰

事　業　名 対　象

体育功労者･優秀選手等

スポーツ情報の提供

クラブマネジメント研修会 希望者 10月～11月 県民会館他

－ 通年 広域ＳＣ(県体協)

　　　県内の体育功労者･指導者･選手等を表彰する。

　公認スポーツ指導者資格の取得を促進するとともに、その資質の向上を図るため、日本体育
協会公認指導員養成講習会や指導者研修会等を実施する。

　　　　実施時期：総合体育大会(18競技)7月～1月、新人種目別大会(16競技)8月～12月

　　　　場　　所：県内各地

　　　ペタンク、グラウンド･ゴルフ等のニュースポーツを中心とした競技大会の開催に補助を
　　行う。

　　　　対　　象：兵庫県生涯スポーツ連合

　　　　場　　所：兵庫県民会館
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7/26～7/30

派遣

　　  各種スポーツ大会に指導者や団員を派遣する。

 (5) 各種大会派遣事業(一部日体協補助事業)

県立武道館他

場　所

 　ア 青少年の健全育成と生涯スポーツの基礎を身に付けるため、各種スポーツ大会を開催する。

県総合競技大会 団員 11月～12月 県立武道館他

 　イ 「第41回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会」の開催準備
　　　　平成31年8月2～5日、淡路市佐野運動公園で開催予定の標記大会の準備委員会において、
　　　  　開催準備を進める。

日本スポーツ少年団顕彰事業

12/15～12/16団員･リーダー

場　所

近畿スポーツ少年大会

 (2) 指導者等養成事業(一部日体協受託事業)

4月～3月

 １ スポーツ少年団事業

　次代を担う健全なこころとからだをもった青少年の育成に資するため、スポーツ少年団の育
成及びその活性化を図るとともに、各種大会･講習会等の開催及び派遣等の事業を実施する。

事　業　名 対　象

5月～3月団員、指導者または育成母集団市町スポーツ少年団活動補助事業

対　象事　業　名 実施時期

8/2～8/5

実施時期

奈良県他

　　　市町スポーツ少年団活動の活性化を図るため、交流会･研修会等の実施を支援する。

 (6) 市町スポーツ少年団補助事業

近畿競技別交流大会 7月～1月

県内各地

スポーツリーダー養成講習会兼
スポーツ少年団認定員養成講習会

県競技別交歓大会

長崎県他

茨城県

県立嬉野台生涯教育センタージュニア･リーダー養成講習会

 (3) 国際交流事業

場　所

場　所

事　業　名

県スポーツ少年団功労者表彰

　　　質の高い指導者やリーダーを養成･育成するため、講習会等を実施する。

指導者

場　所

全国スポーツ少年大会 指導者･団員

団員 5月～2月

事　業　名

事　業　名

ドイツ連邦共和国

日独スポーツ少年団
同時交流事業 指導者･団員

兵庫県民会館他リーダー会育成事業

団員

全国競技別交流大会

受入

 (4) 表彰事業

　　　スポーツ少年団の育成に功績のあった市町及び指導者を表彰する。

　　　日本･ドイツ両国間で指導者･団員の国際交流を実施し、互いの国際理解を深める。

市町･指導者

対　象 実施時期

12/8

国立淡路青少年交流の家

2/9～2/10

指導者･団員

対　象 実施時期

県立総合体育館

県立武道館
指導者

対　象

猪名川町

実施時期

リーダー会員

1/26～1/27

7/31～8/17

団員･リーダー 8/3～8/5

 (1) 各種大会開催事業

実施時期

団員

対　象事　業　名

7月～3月

ⅱ スポーツ少年団事業の推進

新
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中央競技団体等による講習会への
派遣

強化対策事業の検討等(委員：野村
競技力向上委員長、竹下佳江、小
林祐梨子員他11名）

4月～3月

1競技 9/25～9/29 福井市他(自転車)

チーム兵庫プロジェクト･1会議
国体各種別
監督等

6月
9月
3月

国体戦略会議等
(内容：ｱﾝﾁﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ研修、国体に
向けた戦略について、指導者養成
等）

 ２ 選手育成･強化対策事業

実施時期

対　象事　業　名

競技力向上推進委員会
国体参加
競技団体

対　象 実施時期

近畿ブロック大会

ブロック予選会

国民体育大会派遣事業(県補助事業)

事　業　名

 １ 国民体育大会派遣事業

　国民体育大会に本県選手団を派遣する。

1競技

第73回

4競技

第73回

31競技

9/29～10/9

9/9～9/17

各競技団体
指導者

33競技

和歌山県他 

福井市他(水泳･バレーボール・ハンドボール･クレー射撃)

6/27～8/26

場　所

福井市他

4月～3月

加盟団体
関係者

12月

2競技

 (1) 組織充実･強化事業(県補助事業)

事務担当者会議
国体参加
競技団体

6月
3月

事　業　名 対　象

　選手の育成･強化、指導者養成等に取り組み、高い競技水準の維持･一層の向上に努めるとと
もに、国民体育大会での継続的な入賞を目指す。

1/30～2/3

内　容実施時期

第74回
冬季大会

サッポロテイネスキー場他(スキー)

大阪府他(アイスホッケー)

釧路市(スケート・アイスホッケー)

内　容

公認コーチ養成講習会等派遣
各競技団体
指導者

11月

 (2) 指導者養成事業(県補助事業)

講演会
国体顕彰等

2/14～2/171競技

11/24～12/2

強化対策事業の説明等

スポーツ指導者海外派遣

福井しあわせ元気
国体

指導者を海外へ派遣

競技力向上研修会

ⅲ 競技力の向上

-11-



ジュニア選手の育成教室

有望な中学生を対象に、ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ等
を講師に迎えた集中的なレッスン

ジュニア選手の強化合宿･練習

内　容

オリンピックをはじめとする国際大
会等で将来活躍が期待できる選手の
養成を図る

国体候補選手を対象として、強化合
宿･練習等を行い、国体候補選手の重
点強化を図る

国民体育大会団体競技強化プロ
ジェクト

国体競技別総合成績で、常時入賞し
ている他府県の強豪チームとの強化
試合・合宿や、県内練習会を実施
し、国体団体競技の強化を図る

競技体験会やトライアウトの開催

拠点地域におけるジュニア育成

競技者の底辺拡大、才能ある選手の発掘

拠点化推進事業

4月～3月

対　象

実施時期

4月～3月

5月～3月

医･科学サポート事業
スーパーアスリート養成に必要な医･
科学的サポート

国体において、兵庫県代表として活
躍が期待できる運動部及びチーム等
を指定し、重点強化を図る

選手、運動部・チーム等を重点強化
するため、県外の優秀選手･チームを
計画的に招待強化を図る

豊富な知識や経験がある優秀な指導
者を招聘し競技力の飛躍的な向上を
図る

国体支援コーチ派遣

   イ 選手育成事業

ドクター又はトレーナー等を招聘
し、選手の体調管理、アスリートと
しての体力づくり・強化を図る

国体強化に携わる指導者を国体及び
ブロック大会に派遣し、指導の充実
を図る

事　業　名

競技団体

各競技団体から推薦された、国体で
活躍が期待される選手を指定し、重
点強化を図る

 (3) 選手強化･育成事業(県補助事業)

   ア 選手強化事業

競技団体 4月～3月

スーパーアスリート養成事業

事　業　名 実施時期 内　容

スーパージュニア育成塾

リトライ･スポーツ･プロジェクト

ジュニア層を対象としたﾄｯﾌﾟｱｽ
ﾘｰﾄ等による特別強化事業

ゴールデンエイジ･プロジェクト

･スポーツ体験教室
･オリンピック選手等による
 スポーツ教室
･ひょうごジュニアスポーツ
 アカデミー

ジュニアスポーツ教室

対　象

指導者招聘

強化合宿･練習

ドクター･トレーナー等派遣

強化選手指定

強化運動部･チーム指定

県外優秀選手及びチーム招待

新
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 １ 学校給食･食育支援事業

施設利用補助

健康調査と二次検診

大会開催費補助

内　容

中学校体育連盟強化事業 指導者研修費等補助

加盟団体 6/16
国体に向けたアンチ･ドー
ピング留意点等の研修

各種大会補助

内　容

4月～3月

4月～3月

高等学校体育連盟運動部選手
強化･育成事業

県中学校体育連盟

区　分 実　施　検　査

4月～3月
指導者研修･選手派遣･
選手強化費等補助

対　象

アンチ･ドーピング研修会

県高等学校体育連盟

選手支援

事　業　名

事　業　名

4月～3月

対　象 実施時期

16競技団体

実施時期

 (4) 選手サポート事業(県補助事業･日体協受託事業)

国体選手の医･科学支援等 国体選手

国体候補選手 4月～3月

   ウ  各種団体補助事業

　学校給食法に基づき学校給食を行う学校及び学校給食共同調理場等に対し、安全で安心な学
校給食用物資を安定的に供給する。また、学校給食を通して、地産地消の取組を含めた食育支
援を積極的に行うため、各種講習会、体験学習会等の事業を実施する。

米(玄米･精米･米飯)
残留農薬検査、カドミウム分析、品位分析、鮮度判定、
成分分析、ＤＮＡ鑑定、細菌検査(炊飯工場)、異物検査等

残留農薬検査、細菌検査(パン工場)、異物検査等

残留農薬検査、細菌検査、放射性物質検査、
食物アレルゲン検査、異物検査等

一般物資

 (1) 学校給食用物資の供給事業

  基本物資については、中学校給食の開始を予定している市町に対して、積極的に米等の供給
増大を働きかけていく。
　また、一般物資については、市町等への供給減の傾向が続いていることを踏まえ、その要因
の検証結果に基づき、取扱商品の見直しを行うとともに、一般物資に係る業務全般（普及・受
注・仕入・倉庫・配送）について、効率化が図れるよう検討を進めていく。

   ア 安全･安心に配慮した物資の供給

　　　･各種検査の実施

基本物資

　 　 地場産物の供給に努める。

   イ 地場産物の供給

　　　　 衛生管理調査、原材料の産地確認等を実施する。

　　　･物資加工工場の現地調査

小麦(小麦粉･パン)

ⅳ 学校給食の充実・食育支援事業の推進
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6月～1月(6回)

3月(1回)

県政150周年記念事業
農業・漁業体験教室

児童とその保護者

魚講習会 児童･生徒、教諭、保護者 6月～2月(36回)

学校給食用パン・炊飯委託工場従事者研究会

実施時期

地域の特色を
生かした食育
推進事業

食育講演会 学校管理職、栄養教諭、教諭、
市町教委関係者等

8月(1回)

対　象

学校給食関係者衛生管理等・調理講習会 栄養教諭･学校栄養職員等

肢体不自由教育給食関係者調理・摂食支援講習会 特別支援学校に勤務する栄養教諭等

実施時期

学校給食用コッペパン実技講習会 教諭･栄養教諭等

学校給食用コッペパン品質審査会 県下各製パン工場

7月～8月(5回)

通年

学校食育実践研究大会

事　業　名

食育推進校の指定 7校

学校給食衛生管理推進研修会 学校給食調理従事者及び栄養教諭等

栄養教諭･学校栄養職員等 11月(1回)

食に関する指導研修会 経験の浅い栄養教諭等 10月、1月(2回)

学校給食関係者

共同調理場所長研究会 共同調理場所長等

学校給食用製パン･炊飯委託工場従業員

県政150周年記念事業
学校給食用物資研究会(展示会)

7月(1回)

7月、8月(2回)

12月(1回)

7月(1回)

10月(1回)

8月(1回)

7月(2回)

栄養教諭実務研修会

児童･生徒、教諭 5月、2月(6回)

県産品を使用した親子料理教室 児童･生徒とその保護者 6月～2月(6回)

体育協会管理施設との連携による食育学習会 児童･生徒、施設利用者

竹輪を作ろう!講習会 児童、教諭、保護者

手打ちうどん講習会 児童、教諭、保護者

ごはん塾 児童･生徒、教諭、保護者

パン作り教室 児童 6月、9月(2回)

手作り豆腐講習会 児童･生徒、教諭 10月～2月(3回)

Ｍyしょうゆ作り教室

9月～2月(4回)

6月～2月(15回)

5月、9月、10月(4回)

   ア 研修会･講習会等の実施

　　食育の担い手である栄養教諭の専門的知識を深める講習会の開催、児童･生徒を対象とし
　た食に関する体験学習の実施など、地産地消の促進を含めた各種食育支援事業を実施する。

 (2) 食育支援事業

対　象

8月(1回)

6月～2月(6回)

学校給食用パン・炊飯委託工場代表者研究会 学校給食用製パン･炊飯委託工場代表者

   イ 体験学習会の推進

事　業　名

新

新
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兵庫県立海洋体育館 (所在地：芦屋市浜風町) 〔H27.4～H32.3〕

兵庫県立円山川公苑 (所在地：豊岡市小島) 〔H28.4～H33.3〕

兵庫県立武道館 (所在地：姫路市西延末) 〔H28.4～H33.3〕

兵庫県立弓道場 (所在地：明石市明石公園) 〔H30.4～H33.3〕

   ア 指導者養成研修

食育指導教材等の貸出

   オ 第69回全国学校給食研究協議大会（兵庫大会）の実施

　　　平成30年（2018年）11月に開催される第69回全国学校給食研究協議大会（兵庫大会）
　　の実行委員会に参画、企業の協賛に尽力し大会の成功を目指すとともに、県政150周年
　　関連の事業を実施する。

実施時期

   ウ 普及･啓発

事　業　名 事　業　内　容

マリンスポーツ研修

カヌー

学校給食研究事業補助 県下の学校給食研究団体への補助

　　　･県産米の確保

　　　･県産小麦の普及と使用拡大

　　　･県立高校等との連携

  　　 　県下の県立農業高校等と連携し、県産品を活用した学校給食メニューの開発や生産･収
       穫した農畜産物及び加工品を学校給食に活用する。

　兵庫県が設置した体育･スポーツ施設の指定管理者として、その設置目的を達成するため、県
民の生涯スポーツ、生涯学習、健康志向の高まり等を踏まえた各種事業を実施する。

 [受託施設]

 (1) 兵庫県立海洋体育館管理運営事業

　　  海洋スポーツの振興を通じ、青少年の健全育成、県民の健康づくりの推進に寄与するため、
　　各種スポーツ教室等を実施する。

8月

事　業　名 対　象 ・ 定　員

　　　・献立の歴史と食育指導用教材の展示

   エ 地産地消の推進

 １ 公の施設の管理運営事業

ヨット
学校･社会体育関係者
在職期間が10年に達した教員等10人

学校･社会体育関係者
在職期間が10年に達した教員等15人

給食だよりの発行(年3回) 物資情報、検査情報、講習会情報等の紹介

給食レプリカ、ビデオ、図書等の無料貸出

　　　・日本の学校給食の歴史、兵庫県学校給食・食育支援センター年表の掲示

8月

　　　・「兵庫県地場産物カレンダー」の配布

　　　・旧五国（摂津、播磨、但馬、丹波、淡路）の伝統的な食材を使用した献立例の展示

ⅴ 体育・スポーツ施設の管理運営

新
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実施時期

   イ スポーツ教室･講習会

6月～8月(10回)

5月～8月(10期)

　　　兵庫県北部の文化･スポーツ活動の総合施設として、県民の文化の高揚、健康の増進、
　　地域創生に貢献するため、地域の関係団体と連携し、文化、スポーツ、レクリエーションに
　　関する企画を実施する。

   ア 美術展覧会

 (2) 兵庫県立円山川公苑管理運営事業

随時

ヨットレースミニミニ講習会

ホリデイヨット 高校生以上

トライアルヨット･カヌー

ソロチャレンジヨット ヨットスクール受講者 各5人

6月～9月(随時)

ジュニアカヌー 小学3年生～中学生

ヨットシミュレーション

海洋体育館利用者、置艇者 20人

   エ 30年度利用見込人員(延人員)

貸艇利用 10,000人

置艇利用 50,000人

合　　計 71,000人

10月

特別支援学校サポート事業

高校生以上 各20人程度 5月～7月(5回)

通年随時

7月～8月(2回)

6月(1回)

高校生以上

シニアヨット･カヌー 60歳以上

ファミリーカヌー 親子(小学3年生以上) 30人 7月(1回)

6月～9月(随時)

6月～9月(随時)

通年随時

初心者ヨット実技

ウイークデイヨット 高校生以上

ステップアップヨット 初心者ヨット実技修了者 各5人

高校生以上 各5人

事　業　名 対　象 ・ 定　員

ヨット理論

初心者カヌー 中学生以上 30人

県政150周年記念事業
ヨットレース

海洋体育館利用者、置艇者 10月

実施時期

海洋体育館フェ
スティバル
「海体祭」

カヌー無料開放ＤＡＹ 海洋体育館利用者、地域住民等

小学3年生～中学生 20人

5月

ヨット無料体験ＤＡＹ 海洋体育館利用者、地域住民等 8月

事　業　名 対　象 ・ 定　員

ファミリーヨット 親子ペア(小学3年生以上) 6月～9月(随時)

研修室等 10,500人

教室受講者等 500人

高校生以上

   ウ 大会･イベント等

11月～3月(随時)

随時特別支援学校指導者

はなまるカヌースクール

ジュニアヨット

国体出場選手等による少年少女カヌー体験教室 小学3年生～6年生 60人 7月

6月～9月(随時)

小学5年生～中学生

カヌー環境学習  親子体験教室 小学3年生～中学生と保護者 30人 6月
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小学生以上　各5人

お手軽カヌー体験コース 小学生以上　各10人

希望日

画家 成田壽郎展  －一考の構図と躍動する絵画 － 10/20～1/20

全但高等学校美術連盟展

11月～3月

展　覧　会　名 開催時期

第77回国際写真サロン受賞作品展

7/12～10/8

6/2～7/1

全日本写真展 2017 4/21～5/27

年長児～中学生

年長児～中学生 30人

シロクマシーズン会員

   イ 美術講座

事　業　名

ＴＡＫＥＭＵＲＡワールド  -造形作家 竹村一博の平面･立体作品展-

2/8～3/5

   エ 大会･イベント等

4月～11月(2期)

4月～12月(2期)

幼児コース 年中・年長児 各期10人

インラインスケートレッスン付シーズン会員 希望者

県政150周年記念事業
2018 チャレンジカヌーin円山川

障がいのある方、カヌーサ
ポートが出来る方 60人

9月

第28回公苑カップ 但馬少年サッカー大会 但馬内少年サッカーチーム 11月

第27回公苑カップ 兵庫Jrアイスホッケー大会 県内アイスホッケーチーム 12月

スポーツキッズ

4月～11月

ペンギンスケート教室 年長児～中学生 各期15人

4月～3月(2期)日本画教室 一般 12人

一般12人・小学4年生～
中学生12人

9月～3月(2期)
4月～3月(2期)

11月～3月

ユニバーサルカヌースクール 下肢に障がいのある方 1回3人

目標！クロール25m教室シーズン会員 小学生 20人

シロクマスケート教室

   ウ スポーツ教室等

事　業　名 対　象 ・ 定　員

JRCA公認･円山川カヌースクール

小学生コース 小学1年生～4年生 各期20人

7月～8月

4月～11月

4月～11月

1Dayスケート教室 年長児以上 各期10人

12月～2月(4期)

スケートリンク･オープニングフェスティバル(他2事業) 希望者 11月～3月

円山川公苑自然学校カヌー･カッター体験プログラム 小学校自然学校団体

10人以上のグループ(小学生以上) 4月～11月

希望者

県政150周年記念事業 円山川カヌー体験Day

4月～11月

希望者 5月～7月(3期)

カヌーグループアクティビティ(団体体験プログラム）

スポーツコート個人･専用利用

円山川公苑サポーターズクラブ 希望者 通年

4月～11月

4月～11月

インラインスケートシーズン会員 希望者

12月～2月(3期)

実施時期

対　象 ・ 定　員 実施時期

デッサン教室･Jr.デッサン教室

事　業　名 対　象 ・ 定　員 実施時期
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4月～3月(計24回実施)

弓道教室

   イ 健康講座

 (3) 兵庫県立武道館管理運営事業

　　　武道の振興を通じ、青少年をはじめ広く県民の心身の健全な発達に寄与するため、各種武
　　道教室等を実施する。

柔道入門

4月～3月(4期)

4月～3月(4期)

4月～6月(1期)

実施時期

通年円山川公苑　年間パスポート

クラブの育成(アイスホッケークラブ･カヌークラブ) 希望者

ロビー学校展 但馬内特別支援学校

企画展覧会 15,500人

47,000人

   オ 30年度利用見込人員(延人数)

夏休み1Ｄayパスポート 小学生以上

個人利用

4月～3月(4回)

4月～3月(4期)

4月～3月(4期)

武術太極拳教室 5歳以上 各期火・土コース各20人 4月～3月(4期)

少林寺拳法教室

教室受講者等 8,000人

そ の 他 500人

合　　計

   ア 武道講座（県民道場）

5歳以上 20人

柔道教室 小学3年生以上 各期10人

剣道入門 5歳以上 各期20人

対　象 ・ 定　員事　業　名

100,000人

5歳以上 各期10人

合気道教室 5歳以上 各期火・土コース各20人 4月～3月(4期)

空手道教室

なぎなた教室

4月～3月(4期)

4月～3月(4期)

円山川･楽々浦カヌーツアー 小学生以上　各期10人 4月～10月(4期)

6月

事　業　名 対　象 ・ 定　員 実施時期

通年

通年

夏季

県政150周年記念事業 川旅2018
カヤック経験者
(小学4年生以上)　100人

高校生以上

居合道教室 4月～6月(1期)

4月～3月(4期)

4月～3月(4期)

テコンドー教室 5歳以上 10人 4月～6月(1期)

剣道高段位取得対策講座 一般 35人 4月～3月(1回)

剣道稽古会 小学3年生以上～一般

5歳以上 各期10人

1月～3月(1期)

女性 各期20人

小学生以上

専用利用 29,000人

剣道教室 小学3年生以上 各期20人

5歳以上 10人

中学生以上 各期20人

5歳以上 各期水・金コース各20人

姫路藩古武道講座

女性剣道教室

高校生以上 10人

日本拳法教室
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事　業　名 対　象 ・ 定　員 実施時期

4月～3月(週1回)

4月～3月(週1回)

4月～3月(2期)

随時

希望日

4月～3月(1期)

4月～3月(2回)

4月～3月(2回)武道指導者研修会 武道指導者 各80人

4月～3月(週1回)

一般 各期15人 4月～3月(4期)

一般 各回10人

走らないエアロ 一般 各回10人

地方青少年武道錬成大会 小中高生 80人

武道実技研修会 中高生 各回80人

稽古初め 希望武道団体

しつけ講座　－武道の心－ 小中高校生･PTCA等 各回50人

武道相談 希望者

4月～3月(週2回)

4月～3月(4期)

一般 各回20人

ヨガⅠ 一般 各期15人 4月～3月(4期)

4月～3月(週3回)

ヨガⅡ 一般 各期15人

バランスボール

一般 各回20人

高齢者 各期15人

ウェーブストレッチング

関節予防プログラム

介護予防運動講座

一般 各回15人

ひきしめ体操 一般 各回10人

一般 各回10人

一般 各回16人

MS改善･シェイプアップ

バーベルビート

ボディーケア 一般 各回15人

かんたんステップ 一般 各回16人

ファイティングビート(ボクササイズ) 一般 各回20人

4月～3月(週1回)

4月～3月(週2回)

4月～3月(週1回)

4月～3月(週2回)

ステップエクササイズ

4月～3月(週1回)

4月～3月(週1回)

パワーヨガ 一般 各回20人

4月～3月(1回)

地域社会武道指導者研修会
(中学校武道必修化対策事業)

なつやすみ一石二鳥　－文･電･両･道－ 小中学生
学校夏季休業中の
10日程度

11/3

留学生、外国人観光客向け武道･日本文化体験 海外留学生･外国人観光客等

県政150周年記念事業 兵庫武道祭
(日本におけるロシア年事業(仮称))

一般･武道団体等 2,000人

武道文化講座（日本文化体験） 小学生以上 4月～3月(2期)

4月～3月(4期)

通年

4月～3月(週1回)

4月～3月(週2回)

おはようストレッチ

中学校保健体育科教員･武道指
導者 各回80人

4月～3月(2回)

4月～3月(週6回)

4月～3月(3期)

実施時期

幼児運動教室 幼児(年少～年長) 各期15人

   ウ 大会･イベント等

事　業　名 対　象 ・ 定　員

自力整体 一般 各回33人

かんたんエアロ 一般 各回20人

リセットコンディショニング 一般 各回15人

ピラティス講座 一般 各期15人

小学生運動教室 小学1年生～3年生 各期15人 4月～3月(3期)

4月～3月(週3回)
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   イ 30年度利用見込人員(延人員)

未定

4月～3月(2期)

4月～3月(1回)

事　業　名 対　象 ・ 定　員 実施時期

初心者平日コース 一般 15人 5月～6月弓道教室

県政150周年記念事業
ジュニアテニス教室

小学生 未定

事　業　名

食育ワークショップ
(兵庫県学校給食･食育支援センター連携事業)

5歳以上(小学3年生以下は保護
者同伴要) 30人

柔道体験教室
(中学校武道必修化対策事業)

そ の 他 10,000人

合　　計 520,000人

剣道体験教室
(中学校武道必修化対策事業)

武道アスリートトレーニング支援事業
高校生以上(武道協議会から推薦の
あった1団体10人まで) 120人

経験者休日コース
有段者もしくは中･高･大学等での
経験者 10人

8月

初心者休日コース 中学生以上 30人 10月

対　象 ・ 定　員 実施時期

小学4年生～6年生 各期30人 4月～3月(2期)

 (4) 兵庫県立弓道場管理運営事業

　　　弓道の振興を通じ、青少年をはじめ広く県民の心身の健全な発達に寄与するため、弓道教
　　室を実施する。

   ア 普及･振興事業

　  兵庫県天王ダムスポーツガーデン管理運営事業

    　広く県民の健康増進と仲間づくりの場を提供することを目的として、兵庫県天王ダムスポ
    ーツガーデン(所在地：神戸市北区)の管理運営事業を実施する。

   ア 大会・イベント等

1,100人

専用利用 20,500人

   イ 30年度利用見込人員(延人員)

個人利用

 ２ 健康増進施設の管理運営事業

7月～3月(1期)

専用利用 440,000人

教室受講者等 25,000人

   エ 30年度利用見込人員(延人員)

個人利用 45,000人

兵庫県知事杯テニス大会

合　　計 69,100人

テニス 一般利用 49,300人

会員利用 4,700人

グラウンド 第一グラウンド 9,400人

第二グラウンド 5,700人

一般 150人程度

弓道教室

合　　計 21,600人

小学4年生～6年生 各期30人

事　業　名 対　象 ・ 定　員 実施時期
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(単位：千円)

平成30年度予算額 平成29年度予算額 増　減 備　考

5,517 7,096 △ 1,579 有価証券利率の低下による減

2,411 3,771 △ 1,360 有価証券利率の低下による減

4,900 4,900 0

3,691 3,660 31

3,587,168 3,571,688 15,480

82,263 82,467 △ 204

13,000 18,164 △ 5,164 管理運営体制の見直しによる減

250 0 250

100 551 △ 451

1,011 1,411 △ 400

380 1,176 △ 796

3,487,592 3,466,791 20,801 中学校給食（米・パン）の増加による

2,572 1,128 1,444

549,139 591,161 △ 42,022

294,480 293,016 1,464

242,124 242,124 0

5,020 49,275 △ 44,255 日韓スポーツ交流成人交歓交流事業4,400万円減

6,315 5,546 769

1,200 1,200 0

14,064 14,760 △ 696

738 3,015 △ 2,277

4,167,628 4,200,051 △ 32,423

0

4,024,348 4,080,913 △ 56,565

17,100 53,932 △ 36,832
日韓スポーツ交流成人交歓交流事業4,400万円減

[新]県政１５０周年記念事業500万円増

1,589 2,249 △ 660

44,009 41,906 2,103

209,851 210,094 △ 243

8,956 9,650 △ 694

3,410,766 3,418,560 △ 7,794 管理運営体制の見直しによる減

319,427 327,397 △ 7,970 管理運営体制の見直しによる減

12,650 17,125 △ 4,475 管理運営体制の見直しによる減

132,592 104,305 28,287
給与改定分による増及び
退職手当２名分による増

4,156,940 4,185,218 △ 28,278

10,688 14,833 △ 4,145

830 643 187

9,858 14,190 △ 4,332

（２）事務局管理費支出

事業活動支出（Ｂ）

収入－支出（Ｃ）｛（Ａ）－（Ｂ）}

法人税の支払額（Ｄ）

事業活動収支差額（Ｃ）－（Ｄ）

　　⑧健康増進施設の管理運営事業支出

（８）雑収入

事業活動収入（Ａ）

２　事業活動支出

（１）事業費支出

　　①県民スポーツ普及･振興事業支出

　　②スポーツ指導者養成事業支出

　　③国民体育大会派遣事業支出

　　④選手育成・強化対策事業支出

　　⑤スポーツ少年団事業支出

　　⑥学校給食・食育支援事業支出

　　⑦公の施設の管理運営事業支出

（７）負担金収入

　　④スポーツクラブ２１ひょうご支援事業収入

　　⑤各種大会参加料等収入

　　⑥指導者養成事業収入

　　⑦学校給食物資収入

　　⑧雑収入

（６）補助金等収入

　　①県受取補助金等収入

　　②県指定管理料収入

　　③日体協補助金等収入

　　④日本スポーツ振興センター助成金収入

　　⑤民間助成金収入

　　③スポーツ指導者養成事業収入

Ⅲ　予算の概要及び収支予算書

１　予算の概要 

科　　　目

１　事業活動収入

（１）基本財産運用収入

（２）特定資産運用収入

（３）受取会費収入

（４）登録料収入

（５）事業収入

　　①指定管理者事業収入

　　②健康増進施設の管理運営事業収入
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2  収支予算書

ⅰ　収支予算書（資金ベース） （単位：千円）

科　　目 ３０年度予算額 ２９年度予算額 増　　減

Ⅰ  事業活動収支の部

 1  事業活動収入

（１）基本財産運用収入 5,517 7,096 △ 1,579

    ①基本財産利息収入 3,149 4,728 △ 1,579

    ②基本財産受取賃借料収入 2,368 2,368 0

（２）特定資産運用収入 2,411 3,771 △ 1,360

    ①特定資産受取利息収入 2,411 3,771 △ 1,360

（３）受取会費収入 4,900 4,900 0

    ①加盟団体会費収入 4,900 4,900 0

（４）登録料収入 3,691 3,660 31

    ①ｽﾎﾟｰﾂ少年団登録料収入 3,691 3,660 31

（５）事業収入 3,587,168 3,571,688 15,480

    ①指定管理者事業収入 82,263 82,467 △ 204

        海洋体育館管理運営事業収入 23,750 25,950 △ 2,200

        円山川公苑管理運営事業収入 17,034 17,702 △ 668

        武道館管理運営事業収入 39,539 36,875 2,664

        兵庫県立弓道場 1,940 1,940 0

    ②健康増進施設の管理運営事業収入 13,000 18,164 △ 5,164

        天王ﾀﾞﾑ管理運営事業収入 13,000 18,164 △ 5,164

    ③スポーツ指導者養成事業収入 250 0 250

    ④スポーツクラブ２１ひょうご支援事業収入 100 551 △ 451

    ⑤各種大会参加料等収入 1,011 1,411 △ 400

        県ｽﾎﾟｰﾂ少年大会収入 111 304 △ 193

        県総合競技大会収入 900 900 0

        近畿競技別交流大会収入 0 207 △ 207

    ⑥指導者養成事業収入 380 1,176 △ 796

        公認ｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ養成講習会収入 0 691 △ 691

        ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ養成講習会収入 30 85 △ 55

        認定員養成講習会収入 350 400 △ 50

　　⑦学校給食物資収入 3,487,592 3,466,791 20,801

        学校給食物資収入 3,487,452 3,466,651 20,801

      　食育受講料収入 140 140 0

    ⑧雑収入 2,572 1,128 1,444

（６）補助金等収入 549,139 591,161 △ 42,022

    ①県受託料等収入 294,480 293,016 1,464

        選手育成・強化対策事業収入 209,851 210,094 △ 243

        県民体育大会開催費事業収入 450 368 82

        国民体育大会派遣事業収入 38,613 41,906 △ 3,293

        運営費補助収入 45,566 40,648 4,918

   ② 県指定管理料収入 242,124 242,124 0

        兵庫県立海洋体育館　管理運営事業収入 25,370 25,370 0

        兵庫県立円山川公苑　管理運営事業収入 85,079 85,079 0

        兵庫県立武道館　管理運営事業収入 127,778 127,778 0

        兵庫県立弓道場　管理運営事業収入 3,897 3,897 0
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科　　目 ３０年度予算額 ２９年度予算額 増　　減

    ③日体協補助金等収入 5,020 49,275 △ 44,255

        都道府県ｽﾎﾟｰﾂ指導者研修会収入 350 241 109

        公認指導員養成講習会収入 1,048 1,053 △ 5

        ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ防止教育・啓発事業収入 185 185 0

        国際交流事業収入 1,100 1,000 100

        日韓スポーツ交流事業成人交歓交流事業収入 0 44,502 △ 44,502

        都道府県体協組織整備助成金収入 1,607 1,474 133

        近畿種目別交流大会補助金収入 600 600 0

        認定員養成講習会受託収入(スポ少) 130 220 △ 90

    ④日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ助成金収入 6,315 5,546 769

　　　　ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ助成事業収入 6,315 5,546 769

    ⑤民間助成金収入 1,200 1,200 0

        ｸﾞﾛｰﾘｰ小学生育成財団助成金収入 1,000 1,000 0

        ユーハイム体育・スポーツ振興会収入 200 200 0

（７）負担金収入 14,064 14,760 △ 696

      　ｽﾎﾟｰﾂ安全協会兵庫県支部等負担金収入 13,380 14,760 △ 1,380

        日本体育協会負担金収入 684 0 684

（８）雑収入 738 3,015 △ 2,277

        受取利息収入 188 207 △ 19

        雑収入 550 2,808 △ 2,258

        事業活動収入計(A) 4,167,628 4,200,051 △ 32,423

 2  事業活動支出 0

（１）事業費支出 4,024,348 4,080,913 △ 56,565

    ①県民スポーツ普及・振興事業支出 17,100 53,932 △ 36,832

        市町スポーツ振興事業支出 946 848 98

        兵庫県民体育大会支出 2,623 3,141 △ 518

        国際交流事業支出 1,115 15 1,100

        スポーツクラブ２１ひょうご支援事業支出 4,522 2,723 1,799

        体育功労者の表彰事業支出 1,464 1,246 218

        広報事業支出 157 157 0

        県中学校体育連盟振興事業支出 700 700 0

        生涯スポーツ県民ふれあい大会支出 200 200 0

        日本マスターズ日韓スポーツ交流 0 44,502 △ 44,502

    　　ワールドマスターズゲーム2021関西 373 400 △ 27

        県政１５０周年事業開催支出 5,000 5,000

    ②スポーツ指導者養成事業支出 1,589 2,249 △ 660

        兵庫県スポーツ指導者研修会事業支出 300 249 51

        公認スポーツ指導者講習会支出 1,048 1,175 △ 127

        公認スポーツリーダー養成講習会支出 41 625 △ 584

        スポーツ指導者協議会補助事業 200 200 0

    ③国民体育大会派遣事業支出 44,009 41,906 2,103

    ④選手育成・強化対策事業支出 209,851 210,094 △ 243

        組織充実・強化事業支出 4,300 4,395 △ 95

        指導者養成事業支出 6,800 6,900 △ 100

        選手強化・育成事業支出 150,155 195,703 △ 45,548

        選手サポート事業支出 3,096 3,096 0

        未来のスーパーアスリート支援事業 45,500 45,500
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科　　目 ３０年度予算額 ２９年度予算額 増　　減

    ⑤スポーツ少年団事業支出 8,956 9,650 △ 694

        各種大会開催事業支出 3,615 3,596 19

        指導者等養成事業支出 1,125 848 277

        国際交流事業支出 721 1,000 △ 279

        表彰事業支出 82 100 △ 18

        各種大会派遣事業支出 1,130 1,389 △ 259

        市町スポーツ少年団活動費事業支出 337 333 4

        スポーツ少年団管理費支出 1,946 2,384 △ 438

  　⑥学校給食・食育支援事業支出 3,410,766 3,418,560 △ 7,794

        学校給食用物資の供給事業支出 3,238,857 3,240,657 △ 1,800

        食育支援・地産地消事業支出 16,642 18,095 △ 1,453

        食育支援センター人件費支出 75,211 92,051 △ 16,840

        食育支援センター管理費支出 80,056 67,757 12,299

    ⑦公の施設の管理運営事業支出 319,427 327,397 △ 7,970

        兵庫県立海洋体育館管理運営事業支出 49,270 51,320 △ 2,050

        兵庫県立円山川公苑管理運営事業支出 100,650 103,568 △ 2,918

        兵庫県立武道館管理運営事業支出 160,933 163,987 △ 3,054

        兵庫県立弓道場管理運営事業支出 8,574 8,522 52

    ⑧健康増進施設の管理運営事業支出 12,650 17,125 △ 4,475

        天王ダムスポーツガーデン管理運営事業支出 12,650 17,125 △ 4,475

（２）事務局管理費支出 132,592 104,305 28,287

     　 人件費支出 83,092 73,726 9,366

    　  事務所費支出 49,500 30,579 18,921

        事業活動支出計(B) 4,156,940 4,185,218 △ 28,278

        小計（C） ＝ (A) － (B) 10,688 14,833 △ 4,145

        法人税の支払額(D) 830 643 187

        事業活動収支差額（E）＝（C）－（D） 9,858 14,190 △ 4,332

Ⅱ  投資活動収支の部 0

 1  投資活動収入 0

（１）基本財産取崩収入 0 0 0

（２）特定資産取崩収入 0 0 0

（３）その他固定資産取崩収入 0 0 0

        投資活動収入計（F） 0 0 0

 2  投資活動支出 0 0 0

（１）基本財産取得支出 0 0 0

（２）特定資産取得支出 19,600 13,314 6,286

        投資活動支出計（G） 19,600 13,314 6,286

        投資活動収支差額（H）＝（F）－（G） △ 19,600 △ 13,314 △ 6,286

Ⅲ  予備費支出（I） 1,000 1,000 0

        当期収支差額（J）＝（E）＋（H）－（I） △ 10,742 △ 124 △ 10,618
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　ⅱ　収支予算書（内訳表／損益ベース） （単位：千円）

科      目 公益目的事業会計 収益目的事業会計 法人会計 合　計

Ⅰ  一般正味財産増減の部

  1. 経常増減の部

    (1)経常収益

         基本財産運用益 1,575 0 3,942 5,517

           基本財産受取利息 1,575 0 1,574 3,149

           基本財産受取賃借料 0 0 2,368 2,368

         特定資産運用益 1,206 0 1,205 2,411

         受取会費 2,450 0 2,450 4,900

         受取登録料 3,691 0 0 3,691

         事業収益 3,564,000 23,168 0 3,587,168

           　受取使用料 61,365 16,980 0 78,345

           　受取手数料 101 5,367 0 5,468

           　受取受講料 11,150 700 0 11,850

           　雑収益 2,541 121 0 2,662

           　物資収益 3,487,452 0 0 3,487,452

             大会参加料収益 1,011 0 0 1,011

             指導者養成事業収益 380 0 0 380

         受取補助金等 549,823 0 0 549,823

           受取県補助金等 294,480 0 0 294,480

             選手育成・強化対策事業収益 209,851 0 0 209,851

             国民体育大会選手団派遣事業収益 38,613 0 0 38,613

             運営費補助収益 45,566 0 0 45,566

           　県民体育大会開催事業 450 0 0 450

           受取日体協補助金等 5,704 0 0 5,704

             都道府県体協組織整備 1,607 0 0 1,607

             都道府県ｽﾎﾟｰﾂ指導者研修会収益 350 0 0 350

             公認指導員養成講習会収益 1,048 0 0 1,048

             ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ防止教育・啓発事業収益 185 0 0 185

             国際交流事業収益 1,100 0 0 1,100

             近畿種目別交流大会 600 0 0 600

             認定員養講習会 130 0 0 130

           　全国大会準備金 684 0 0 684

           受取民間助成金 1,200 0 0 1,200

           受取県指定管理料 242,124 0 0 242,124

           受取日本スポーツ振興センター助成金 6,315 0 0 6,315

         受取負担金 12,580 800 0 13,380

           　スポ安・土木・中高体連等受取負担金 12,580 800 0 13,380

         雑収益 738 0 0 738

           　受取利息 188 0 0 188

           　雑収益　　 550 0 0 550

       経常収益計 4,136,063 23,968 7,597 4,167,628
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科      目 公益目的事業会計 収益目的事業会計 法人会計 合　計

    (2)経常費用

         役員報酬 11,380 432 4,308 16,120

         給料手当 219,690 1,376 1,116 222,182

         退職給付費用 8,494 46 86 8,626

         福利厚生費 51,493 885 718 53,096

         推進員給与手当 7,920 0 0 7,920

         臨時雇賃金 26,774 6,487 0 33,261

         諸謝金 9,190 0 1,021 10,211

         旅費交通費 28,197 300 157 28,654

         什器備品費 1,000 0 0 1,000

         消耗品費 36,839 400 0 37,239

         修繕費 13,693 300 0 13,993

         印刷製本費 8,645 0 0 8,645

         光熱水料費 63,655 1,673 0 65,328

         燃料費 860 20 0 880

         会議費 482 0 4 486

         通信運搬費 7,029 100 72 7,201

         保険料 3,547 170 300 4,017

         支払手数料 6,479 30 0 6,509

         交際費 10 0 0 10

         委託費 121,665 3,341 2,025 127,031

         賃借料 15,265 300 150 15,715

         支払負担金 6,708 10 40 6,758

         減価償却費 10,966 1,600 0 12,566

         支払補助金 234,325 0 0 234,325

         租税公課 3,112 133 0 3,245

         学校給食物資費 3,238,857 0 0 3,238,857

         雑費 20 0 0 20

       経常費用計 4,136,295 17,603 9,997 4,163,895

         当期経常増減額 △ 232 6,365 △ 2,400 3,733

  2. 経常外増減の部

    (1)経常外収益 0 0 0 0

       経常外収益計 0 0 0 0

    (2)経常外費用 0 0 0 0

他会計振替額 3,161 △ 3,161 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 2,929 3,204 △ 2,400 3,733

法人税・住民税及び事業税 0 830 0 830

当期一般正味財産増減額 2,929 2,374 △ 2,400 2,903

※資金調達及び設備投資の見込みなし
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