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国民体育大会第42回九州ブロック大会　選手の活躍状況



　日頃から、本県のスポーツ振興へのご尽力とともに、本協会事業にご支援・ご協力いただいております関係機関・
団体の皆様に厚くお礼申し上げます。

　今、世界や全国規模の大会で佐賀ゆかりのアスリートたちの活躍が続いています。
　５月にブラジルで開催された「デフリンピック」では、水泳の金持義和選手が２つの銀メダルを、自転車の簑
原由加利選手が 3つの銅メダルを獲得しました。
　さらに、５月にフェンシングのワールドカップで伊藤心選手が銅メダルを獲得、6月のスポーツクライミングワー
ルドカップで大河内芹香選手が第６位入賞に輝くなど、世界の強豪を相手に堂々たる戦いぶりを見せてくれまし
た。
　国内でも、今春の全国大会で佐賀商業高校柔道部が女子団体・男子個人 73㎏級で優勝、佐賀女子高校ソフトボー
ル部と神埼清明高校新体操部が２連覇、鳥栖工業高校レスリング部が男子個人２階級を制覇するなど、佐賀の「若
い力」の勢いはとまらず、県内でスポーツを頑張る人たちへ「自分たちもできる」という勇気を与えてくれています。

　今年で５年目を迎える「SAGA スポーツピラミッド（SSP）構想」は、「する」、「観る」、「育てる」、「支える」
それぞれに広がりを見せており、今年4月には、太良町に続き、佐賀市と鳥栖市にアスリート寮もオープンしました。
　「佐賀が育てる、佐賀が支える」という想いのもと、佐賀から世界へ挑戦する次世代のアスリートを育む環境づ
くりに力を尽くしてまいります。

　いよいよ2024年に開催される「SAGA2024」の舞台となるSAGAサンライズパークの準備は、来春のグランドオー
プンに向けて最終章へと進んでいます。
　５月には、「SAGA スタジアム」が世界基
準のスタジアムとしてリニューアルオープ
ン。
　スポーツだけではありません。
　SAGA サンライズパークでは、これまで
にない規模のスポーツ大会やコンサート、
MICE（マイス）と呼ばれる全国規模の学
会や展示会などの開催も可能となり、来場
者の飲食、宿泊、観光などへの展開を見据
えています。
　９月４日にはいよいよ、「SAGAアリーナ」
と佐賀市文化会館が、「THE VICTORY 
WALK（ビクトリーウォーク）栄光橋（仮称）」
でつながります。
　新たな人の流れを生み出しながら、佐賀
駅からSAGAサンライズパークまで、「歩く」
を楽しむまちづくりにご期待ください。
　ここから唯一無二の新たな価値を生み出
し、世界に誇れる佐賀をつくってまいりま
す。

　スポーツのチカラで佐賀の新しい未来を
ともに切り拓いていきましょう。
　「佐賀さいこう！」

「スポーツのチカラで佐賀を元気に」「スポーツのチカラで佐賀を元気に」

公益財団法人佐賀県スポーツ協会

会長　山口　祥義（よしのり）
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（公財）佐賀県スポーツ協会　役員
会長（代表） 山　口　祥　義 理　　事 澤　野　善　文 理　　事 篠　塚　周　城
副会長（代表） 坂　本　洋　介 〃 北　村　寛　典 〃 山　口　　　裕
副　会　長 愛　野　時　興 〃 内　田　信　子 〃 末　次　康　裕

〃 山　田　恭　輔 〃 伊　東　健　児 〃 古　川　　　勲
〃 岩　瀬　豊　美 〃 森　田　久　代 〃 三　島　安　夫

常務理事 川内野　　　修 〃 加　藤　雅世子 〃 宮　﨑　敏　郎
理　　事 陣　内　芳　博 〃 嘉　村　英　哲 〃 光　武　清　之
〃 峰　　　英太郎 〃 弘　川　貴　紀 監　　事 江　副　元　喜
〃 牛　島　　　徹 〃 森　　　扶　美 〃 坂　田　浩　之
〃 島　　　一　満 〃 野　中　修　身 〃 中　村　直　人

（公財）佐賀県スポーツ協会　評議員
評議員名 団　　体　　名 評議員名 団　　体　　名

1 阿世賀　正　義 （一社）水泳連盟 37 福　岡　勝　明 ボウリング連盟

2 石　﨑　　　寛 ボート協会 38 藤　木　尚　子 なぎなた連盟

3 稲　葉　伸　理 （NPO）ヨット連盟 39 進　　　親　久 ゲートボール協会

4 池　田　明　廣 （一財）佐賀陸上競技協会 40 吉　賀　豊　司 アイスホッケー連盟

5 本　村　正　信 （一社）サッカー協会 41 福　井　　　浄 パワーリフティング協会

6 島　　　信　隆 テニス協会 42 江　頭　正次郎 ゴルフ協会

7 福　田　慎　弥 ホッケー協会 43 今古賀　　　環 武術太極拳連盟

8 野　中　豊　継 ボクシング連盟 44 池　内　一　文 少林寺拳法連盟

9 坂　井　　　充 バレーボール協会 45 野　中　　　進 トライアスロン協会

10 古　賀　直　人 体操協会 46 野　田　久　好 ダンススポーツ連盟

11 松　永　明　浩 （一社）バスケットボール協会 47 中　島　光　秋 グラウンド・ゴルフ協会

12 松　本　　　太 レスリング協会 48 高　岸　　　暲 合気道連盟

13 小　川　　　稔 ウエイトリフティング協会 49 平　野　義　次 スポーツウエルネス吹矢協会

14 甲　斐　章　義 ハンドボール協会 50 針　尾　雅　美 エアロビック連盟

15 浅　井　正　史 自転車競技連盟 51 宮　瀬　昇次郎 スポーツチャンバラ協会

16 井　原　啓　智 ソフトテニス連盟 52 小　浦　　　修 日本サーフィン連盟佐賀支部

17 岩　永　和　人 卓球協会 53 松　尾　真　也 高等学校野球連盟

18 森　脇　正　弘 軟式野球連盟 54 持　永　雅　之 高等学校体育連盟

19 領　家　和　哉 相撲連盟 55 小　林　　　久 中学校体育連盟

20 園　田　正　伸 馬術連盟 56 眞　﨑　武　浩 （公財）佐賀市スポーツ協会

21 小　形　健　二 柔道協会 57 吉　田　一　成 （公財）唐津市スポーツ協会

22 宮　﨑　保　馬 （一社）ソフトボール協会 58 越　路　一　史 玄海町スポーツ協会

23 小山田　めぐみ （一社）フェンシング協会 59 小　川　智　裕 鳥栖市スポーツ協会

24 川　浪　文　人 バドミントン協会 60 幸　野　直　樹 三養基郡体育協会

25 穐　山　善　次 弓道連盟 61 家　永　秀　文 神埼市スポーツ協会

26 髙　栁　喜　人 ライフル射撃協会 62 伊　東　康　成 吉野ヶ里町体育協会

27 徳　永　清　成 剣道連盟 63 小　池　孝　司 （一財）多久市体育協会

28 田　口　一　也 ラグビーフットボール協会 64 江里口　義　広 （一財）小城市スポーツ協会

29 宮　原　敏　明 山岳・スポーツクライミング連盟 65 松　園　一　枝 伊万里市スポーツ協会

30 荒　川　正　道 銃剣道連盟 66 永　岡　圭　一 有田町スポーツ協会

31 中　尾　晏　子 スケート連盟 67 山　下　朋　彦 （一財）武雄市体育協会

32 池　田　美千男 クレー射撃協会 68 井　上　敏　文 杵島郡スポーツ協会

33 木　下　岳　彦 （一社）空手道連盟 69 釘　尾　　　学 （一財）鹿島市体育協会

34 松　尾　正　道 スキー連盟 70 中　野　哲　也 （一社）嬉野市体育協会

35 今　江　吉　則 アーチェリー協会 71 安　本　智　樹 太良町体育協会

36 島　　　憲　一 カヌー協会
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SAGAスポーツピラミッド　第60号

令和４年度（公財)佐賀県スポーツ協会事業計画

【事業の目的】
　本県におけるスポーツの統一組織として、その社会的役割の重大さを認識し、スポーツの意義と県内外における

スポーツの動向を踏まえ「県民スポーツの振興」及び「競技力の向上」に努めるとともに、加盟団体をはじめ関係

機関・団体との連携・強化を図り、各種事業を積極的、効果的に推進する。　

【事業の概要】
　競技力向上を目的として選手及び指導者の育成を図るとともに、国民体育大会などへ選手を派遣し、スポーツに

参加する機会を提供する。また、スポーツを通して、期待される効果等を広く県民に周知・普及促進することで本

県スポーツの振興を図り健康で生きがいのある県民生活へ寄与する。

１．競技力向上に関する事業
　佐賀県内の加盟競技団体や選手、中学校・高等学校の運動部活動、指導者等を支援し、競技力の向上による全国

大会などでの佐賀県勢の活躍を図ることで、一般県民や当該各競技団体に関係する不特定の者のスポーツに対する

機運を高め、健康で生きがいのある県民生活に資することを目的としている。

　（１）競技力向上事業

　　�　競技力の向上を図るため、佐賀県内の加盟競技団体や選手、中学校・高等学校の運動部活動等に対し、強化

事業費や育成費、遠征費補助等の支援を行う。

　（２）指導者等養成事業

　　�　指導者等の資質向上による競技力の向上を図るため、佐賀県内のスポーツ指導者やスポーツドクター等の専

門家の資格取得に係る経費や資質向上のための研修会に係る経費補助等の支援を行う。

　（３）環境整備事業

　　�　スポーツ活動がしやすい環境を整備し、競技人口の拡大・定着による競技力の向上を図るため、競技用具購

入や未普及競技への支援、定着支援のための支援等を行う。

２．国民体育大会派遣・開催協力事業
　佐賀県の競技力向上とスポーツ振興に寄与することを目的に、国民体育大会及び九州ブロック大会に佐賀県の選

手・監督等を派遣したり、九州ブロック大会を開催したりすると共に、国民スポーツ大会の開催に係る支援を行う。

　（１）国民体育大会への派遣

　　�　公益財団法人日本スポーツ協会(以下「日本スポーツ協会」)及び各都道府県体育・スポーツ協会と連携し、

国民体育大会や国体九州ブロック大会の各競技大会へ選手、役員、トレーナー等を派遣する。

３．スポーツ普及・振興事業
　スポーツの力を生かした世界に誇れる人づくりや、人々が「何かしら」の形で、スポーツに関わる環境づくりに

よるスポーツの振興を目指し、そのことを実現していくための基礎的事業として、各種研修会や総合型地域スポー

ツクラブの育成、スポーツ少年団活動の推進などを行うもの。
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　（１）研修会・講習会の開催事業

　　�　スポーツの振興及び競技力の向上を図るため、スポーツ指導者等の養成・育成のための研修会や講習会を開

催する。

　（２）研修会等への参加促進事業

　　�　指導者の資質向上や指導体制の確立によるスポーツの普及振興を図るため、スポーツ少年団に携わる指導者

や若年層の指導者等に対して、研修会参加費補助等の支援を行う。

　（３）総合型地域スポーツクラブの育成事業

　　�　国民の誰もがそれぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポー

ツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現することを目的に、総合型地域スポーツクラブの設立支援や

活動費助成等の支援を行う。

　（４）スポーツ少年団活動事業

　　�　少年期のスポーツ活動を活性化し、スポーツの振興及び競技力の向上を図るため、スポーツ少年団を対象と

した大会を開催する。また、スポーツ少年団の各種大会への参加費補助や、研修会経費補助等の活動支援を行

う。

　（５）国際交流事業

　　�　国際的な友好親善によるスポーツの振興を目的として、互いに相手国を訪問するなどして、スポーツ活動及

び文化交流等を行う。

　（６）各種大会開催・助成

　　�　県民に対するスポーツの普及振興や県民の健康増進と体力向上を図り、もって地域スポーツの発展に寄与す

ることを目的に、スポーツ大会の開催や、大会開催に関する支援を行う。

４．表彰・広報事業
　本県スポーツの健全な普及及び発展に貢献した団体及び個人の功績に対し、また、国民体育大会において優秀な

成績（入賞）を収めた選手等の栄誉を称え、表彰を行うことで、スポーツに対する機運を高める。

　また、県内選手の活躍状況や幅広いスポーツ情報を定期的に、また、ホームページ上においては、臨機応変に提

供し、スポーツに対する正しい理解やスポーツの振興を図る。

　（１）表彰事業

　　�　一般県民や当該競技団体に関係する不特定の者がスポーツに対する機運を高め、健康で生きがいのある県民

生活に資することを目的に、本県スポーツの健全な普及及び発展に貢献した団体及び個人や国体で優秀な成績

を収めた佐賀県内の競技団体や選手等の表彰を行う。

　（２）広報事業

　　�　スポーツに対する県民の正しい理解と県民総スポーツの実現を目的として、スポーツ広報の実施及び情報誌

の作成・発行等を行う。



令和４年度　行事日程

月 行      事      名 期       日 会       場
４ 第１回九州地区スポーツ協会連絡協議会 ４月７日（木）・８日（金） 熊本県

九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会 ４月21日（木）～22日（金） グランデはがくれ

（公財）佐賀県スポーツ協会加盟競技団体理事長・ヘッドコーチ・事務局長合同会議 ４月22日（金） 県スポーツ会館

５ 第58回佐賀県スポーツ少年団大会 ５月上旬～７月下旬 唐津市、伊万里市、有田町

第26回佐賀県さわやかスポーツ･レクリエーション祭 ５月22日（日）他
鳥栖市、神埼市、神埼郡、
三養基郡、佐賀市

第42回九州ブロック大会夏季大会(カヌー・スラローム・ワイルドウォーター) ５月22日（日） 鹿児島県湧水町

６ （公財）佐賀県スポーツ協会　第16回理事会 ６月３日（金） 県スポーツ会館

第28回佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会（予選） ６月５日（日） 県内17ゴルフ場

（公財）佐賀県スポーツ協会　第12回評議員会 ６月21日（火） 県スポーツ会館

（公財）日本スポーツ協会　定時評議員会 ６月24日（金） 東京都

第１回競技力向上指導者研修会 ６月26日（日） グランデはがくれ

佐賀県競技力向上推進本部第15回本部会議 ６月30日（木） 佐賀県市町会館

７ 令和４年度「スポーツエリートアカデミー SAGA（SEAS）」支援対象選
手及びＳＡＧＡ2024国スポ強化指定選手・ネクスト選手認定証交付式

７月３日（日） 佐賀市文化会館

第42回九州ブロック大会夏季大会 ７月８日（金）～24日（日）
熊本市、菊池市、益城町、
宇土市、他

令和４年度全国高等学校総合体育大会 ７月23日（土）～８月23日（火）徳島県、他

佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会第１回研修会 ７月30日（土） 佐賀市

８ 第60回全国スポーツ少年大会 ８月４日（木）～７日（日） 鹿児島県

令和４年度全国中学校体育大会夏季大会 ８月17日（水）～25日（木） 北海道、東北６県

第42回九州ブロック大会秋季大会 ８月20日（土）～28日（日）
熊本市、八代市、山鹿市、
菊池市、他

第28回佐賀県アマチュアゴルフ選手権大会（決勝） ８月27日（土）・28日（日） 佐賀カントリー倶楽部�他

９ 第77回国民体育大会・第22回全国障害者スポーツ大会　佐賀県選手団結団式 ９月６日（火） 佐賀市文化会館

第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」（会期前） ９月10日（土）～19日（月）
宇都宮市、小山市、足利市、
市貝町

10 第77回国民体育大会　「いちご一会とちぎ国体」 10月１日（土）～11日（火） 栃木県宇都宮市、他

佐賀スポーツフェスタ『パラスポーツ大会～みんなの大会～』
10月１日（土）・９日（日）・
16日（日）

武雄市、他

佐賀スポーツフェスタ『県民スポーツ大会』
10月15日（土）・16日（日）・
23日（日）

杵島・武雄・藤津・鹿島地区
会場、他

ＳＡＧＡ Super Games 2022　ストリート陸上 10月23日（日） 佐賀市本丸通り

第22回全国障害者スポーツ大会　「いちご一会とちぎ大会」 10月29日（土）～31日（月） 栃木県宇都宮市、他

11 佐賀県公認スポーツ指導者研修会① 11月６日（日） メートプラザ佐賀

第２回九州地区スポーツ協会連絡協議会 11月10日（木）～11日（金） 大分県

九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会・指導者研究協議会 11月12日（土）～13日（日） グランデはがくれ

第18回佐賀県スポーツ振興ゴルフ大会 11月12日（土） 大和不動カントリー倶楽部

第34回全国健康福祉祭「ねんりんピックかながわ2022」 11月12日（土）～15日（火） 神奈川県

佐賀スポーツフェスタフィナーレイベント 11月13日（日） ＳＡＧＡアクア

ＳＡＧＡ2024育成指定選手認定証交付式 11月27日（日） ＳＡＧＡプラザ

12 パラスポーツフェスタinよしのがり 12月４日（日） 吉野ヶ里町文化体育館

第42回九州ブロック大会冬季大会（アイスホッケー） 12月10日（土）～11日（日） 熊本市

第２回競技力向上指導者研修会 12月17日（土） 県スポーツ会館

１ 特別国民体育大会冬季大会佐賀県選手団結団式 １月20日（金） 県民ホール

佐賀県公認スポーツ指導者研修会② １月22日（日） メートプラザ佐賀

特別国民体育大会冬季大会（スケート、アイスホッケー） １月28日（土）～２月５日（日）青森県八戸市

SSPコンベンション2022（スポーツ功労者・国体入賞選手・監督表彰式）１月（期日未定） グランデはがくれ

２ 日本スポーツ少年団九州ブロック会議　　　 ２月２日（木）～３日（金） グランデはがくれ

第31回佐賀県スポーツ少年団駅伝大会 ２月11日（祝・土） 未定

特別国民体育大会冬季大会（スキー） ２月17日（金）～20日（月） 岩手県八幡平市

第３回競技力向上指導者研修会・SSP指導者セミナー ２月18日（土） グランデはがくれ

３ (公財)佐賀県スポーツ協会　第17回理事会 ３月３日（金） 県スポーツ会館

(公財)佐賀県スポーツ協会　第13回評議員会 ３月13日（月） 県スポーツ会館

(公財)日本スポーツ協会国体連絡会議 ３月17日（金） 東京都

さが桜マラソン2023 ３月19日（日） 佐賀市・神埼市
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高校生アスリート寮の紹介

　佐賀県が進める「SAGAスポーツピラミッド（SSP）構想」に基づいて、今年４月に高校生アスリート寮

が佐賀市、鳥栖市、太良町の３か所にオープンしました。

　現在、県内外から生徒68名が入寮し、寮生活を送っています。

　アスリート寮では、生活の拠点となる安心・安全な住環境とアスリート向けの食事を提供し、佐賀から世

界へはばたく優秀なアスリートの育成をアシストしています。

九州電力株式会社の旧社宅を改修・増築し、運営しています。

県内の９つの高等学校に通う11競技のアスリート37名（男子27名、女子10名）が入寮しています。

◦場　　所　　佐賀市天祐一丁目14-3

◦運営主体　　合同会社SAGAいくすと

◦開　　寮　　2022年４月

◦定　　員　　78名（男子60名、女子18名）

久光製薬株式会社の旧社員寮を改修し、運営しています。

県東部の中学校と高等学校２校に通う男子アスリート20名（中学生１名、高校生19名）が入寮しています。

◦場　　所　　鳥栖市桜町字丸尾1173-2

◦運営主体　　公益財団法人佐賀県スポーツ協会

◦開　　寮　　2022年４月

◦定　　員　　34名（男子のみ）

佐賀から世界にはばたくアスリートを育成!!

ADmiS ON SAGA（アドミス オン サガ）

ADmiS ON TOSU（アドミス オン トス）
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民間アパートを活用し、地元有志でつくる「太良をふるさとにしてもらう会」が運営しています。

県立太良高等学校男子アスリート11名が入寮しています。

◦場　　所　　太良町大字多良1491-1

◦運営主体　　太良をふるさとにしてもらう会

◦開　　寮　　2022年１月

◦定　　員　　21名

寮の名称である ADmiS ON SAGA（TOSU、TARA）（アドミス オン 地名）について

　最初のADmiS�は、Athlete�Dormitory�SAGA�の頭文字をとっています。

　ONは、「恩」と掛けており、周りの人への「恩返し」や「感謝」の気持ちを持ったアスリートに育って欲

しいという思いを込めています。

　地名（現時点で3か所。佐賀、鳥栖、太良）については、第二の故郷としてその土地に愛着を持って頂きた

いという思いを込めています。

栄光寮（えいこうりょう）
ADmiS ON TARA（アドミス オン タラ）
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第77回国民体育大会（いちご一会とちぎ国体）日程及び会場一覧
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公認スポーツ指導者資格のご案内

スポーツ指導者基礎資格 2022年４月現在

資　　格 役　　　割 認定により備えられる知識と能力 カリキュラム

スポーツリーダー
18歳以上

•地域におけるスポーツグループやサークルな
どのリーダーとして、基礎的なスポーツ指
導や運営にあたる

•スポーツに関する基礎的知識
•ボランティアに関する基礎的知識

共通Ⅰ：35h
新規養成中止
•2018年度までに開催実績がある
団体：2022年度までは養成可能

コーチングアシスタント
18歳以上

•地域におけるスポーツグループやサークル等
において、上位資格者を補佐する者として、
基礎的なスポーツ指導や運営にあたる

•スポーツに関する基礎的知識
•ボランティアに関する基礎的知識

共通Ⅰ：45h

2020年度に創設

競技別指導者資格

資　　格 役　　　割 コンピテンス
（他者との関わりの中で習得され、発揮される能力） カリキュラム

スタートコーチ
18歳以上

•	地域スポーツクラブ•スポーツ少年団•学
校運動部活動等において、必要最低限度の
知識•技能に基づき、当該競技の上位資格
者と協力して安全で効果的な活動を提供す
る

•スポーツの意義と価値の理解
•スポーツ•インテグリティの理解
•	倫理的な指導•コミュニケーションの理解（暴
力行為根絶に向けた取組の理解）

•プレーヤーの安全管理
•当該競技の魅力を知る

共通科目スタート：15h
専門科目：４h以上
•2019年度に創設
•令和４年６月からスタートコーチ
（教員免許状所持者）の養成開始

コーチ１
18歳以上

（旧指導員）

•地域スポーツクラブ•スポーツ少年団•学校運
動部活動等でのコーチングスタッフ

•基礎的な知識•技能に基づき、安全で効果的
な活動を提供する

•スタートコーチ共通で得られるコンピテンス
•倫理的な指導•コミュニケーション
•指導対象者との信頼関係構築
•	スポーツを通じたライフデザインに係る基礎
的理解
•	競技特性、技術構造等当該競技への基礎的理解
•	日々の活動（練習•試合）を実施するための
指導力

共通科目Ⅰ：45h
専門科目：20h以上

コーチ２
20歳以上

（旧上級指導員）

•地域スポーツクラブ•スポーツ少年団•学校
運動部活動等の監督•ヘッドコーチ

•責任者として安全で効果的な活動を提供し、指
導計画を構築•実行•評価し監督する

•コーチ間の関わり•成長を支援する

•共通科目Ⅰで得られるコンピテンス
•	所属先•保護者•他のコーチとの信頼関係構築
•	指導対象者のスポーツを通じたライフデザイ
ンを念頭に置いた指導力

共通科目Ⅱ：135h
専門科目：40h以上

コーチ３
20歳以上

（旧コーチ）

•ブロック～全国大会レベルのプレーヤー、
チームに対して競技力向上を目的とした
コーチングを行う

•トップリーグ、実業団のコーチングスタッフ

•共通科目Ⅱまでで得られるコンピテンス
•	スタッフ(コンディショニングスタッフ等)と
の信頼関係構築•指導対象者自身が自らス
ポーツを通じてライフデザインできるよう促
す指導力

共通科目Ⅲ：150h
専門科目：60h以上

コーチ４
22歳以上

（旧上級コーチ）

•国際大会レベルのプレーヤー、チームに対し
て競技力向上を目的としたコーチングを行
う

•トップリーグ、実業団のコーチングスタッフ
•ナショナルチームのコーチングスタッフ

•クラブ／チームの経営資源の有効活用
•海外での活動、国際大会等への準備と管理
•	指導対象者へのスポーツ•インテグリティ教育
•一般社会•メディアとの関係構築
•	スポーツを通じてライフデザインできるコー
チを育成•指導

共通科目Ⅳ：151h以上
専門科目：80h以上

教師
20歳以上

•商業•民間スポーツ施設等で幅広い年齢層の
多様なスポーツライフスタイルを志向する
会員や利用者に応じたコーチングを行う

•クラブや商業•民間スポーツ施設の日常運営
業務にあたる

•共通科目Ⅱまでで得られるコンピテンス
•	スタッフ(商業•民間スポーツ施設経営者等)
との信頼関係構築
•	指導対象者自身が自らスポーツを通じてライ
フデザインできるよう促す指導力

共通科目Ⅲ：150h
専門科目：60h以上

上級教師
22歳以上

•商業•民間スポーツ施設等における実技指導
の責任者•チーフ

•クラブや商業•民間スポーツ施設の企画•経
営業務にあたる

•クラブ／施設の経営資源の有効活用
•	多様な現場•環境（指導対象者等)への準備
と管理

•指導対象者へのスポーツ•インテグリティ教育
•一般社会•メディアとの関係構築
•	スポーツを通じてライフデザインできるコー
チを育成•指導

共通科目Ⅳ：151h以上
専門科目：80h以上

　日本スポーツ協会では、中央競技団体や都道府県体育・スポーツ協会等と連携し、公認スポーツ指導

者資格として5つの領域にわたる18種の資格を設け、ライフステージに応じた多様なスポーツ活動を推

進することのできるスポーツ指導者を育成しています。

■公認スポーツ指導者とは

　スポーツの価値やスポーツの未来への責任を自覚し、プレーヤーズセンタードの考え方のもとに暴力やハラスメント

などあらゆる反倫理的行為を排除し、常に自らも学び続けながらプレーヤーの成長を支援することを通して、豊かなス

ポーツ文化の創造やスポーツの社会的価値を高めることに貢献できる者
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メディカル・コンディショニング資格
資　　格 役　　　割 認定により備えられる知識と能力 カリキュラム

スポーツドクター

•	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、治療、予防研究等にあたる。
•	競技会等における医事運営ならびにチームド
クターとしてのサポートにあたる。
•	スポーツ医学の研究、教育、普及活動等をと
おして、スポーツ活動を医学的な立場からサ
ポートする。

•スポーツ医•科学に関する専門的知識
•ドーピング防止に関する専門的知識
•運動処方に関する専門的知識

基礎：25単位（25h)
応用：27単位（27h）

スポーツデンティスト
•	歯科医師の立場からスポーツマンの健康管理、
歯科口腔領域のスポーツ障害、スポーツ外傷
の診断、治療、予防、研究等にあたる

•	スポーツ医•科学に関する基本的知識
•スポーツに関する歯科の専門的知識
•	スポーツにおけるマウスガードに関する知識
と作成方法

医科共通：25単位（25h）
スポーツ歯科医学：21単位
（23h）

アスレティック
トレーナー
20歳以上

•	スポーツドクター及びコーチとの緊密な協力
のもとに、競技者の健康管理、傷害予防、ス
ポーツ外傷•障害の救急処置、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。

•機能解剖•運動学的な知識
•スポーツ外傷の救急処置に関する知識と技能
•スポーツ傷害の予防対策に関する知識と技能
•		競技者のスポーツ現場復帰への援助に関する
知識と技能

•	競技者のコンディショニングに関する知識と
技能

共通科目Ⅲ：150h
専門科目：600h

スポーツ栄養士
22歳以上

•	スポーツ活動現場において、競技者の栄養•
食事に関する専門的なサポートにあたる。

•	競技者の栄養•食事に関する自己管理能力を
高める栄養教育を行う。

•スポーツ医•科学に関する専門的知識
•スポーツ栄養に関する専門的知識
•他の専門職と連携する能力
•	競技者に対する栄養教育／栄養指導を実践す
る能力

•競技者の栄養管理マネジメント能力

共通科目Ⅲ：150h
専門科目：116.5h

フィットネス資格
資　　格 役　　　割 認定により備えられる知識と能力 カリキュラム

スポーツプログラマー
20歳以上

•	主として青年期以降のすべての人に対し、地
域スポーツクラブなどにおいて、フィットネ
スの維持や向上のための指導•助言を行う。

•	フィットネスの維持や向上のための指導能力
•	フィットネスの維持や向上に関するプログラ
ムを企画する能力

•	スポーツ相談に関する能力
•	体力測定に関する能力

共通科目Ⅱ：135h
専門科目：44h

ジュニアスポーツ
指導員

20歳以上

•	地域スポーツクラブ等において、幼•少年期
の子どもたちに遊びを通した身体づくり、動
きづくりの指導を行う。

•	幼•少年期における活動プログラムに関する
知識
•	発育•発達過程の心と身体の特徴を踏まえた
指導法

共通科目Ⅰ：45h
専門科目：23h

※フィットネストレーナー資格は現在、新規養成を行っておりません。

マネジメント指導者資格
資　　格 役　　　割 認定により備えられる知識と能力 カリキュラム

アシスタントマネジャー
18歳以上

•	総合型地域スポーツクラブなどにおいて、ク
ラブ会員が充実したクラブライフを送ること
ができるよう、組織経営のための諸活動をサ
ポートする。

•	スポーツに関する基礎的知識
•	総合型地域スポーツクラブのなどマネジメント
に関する基礎的知識を有し、協働できる能力

共通科目Ⅰ：45h
専門科目：35h

クラブマネジャー
20歳以上

•	総合型地域スポーツクラブなどにおいて、ク
ラブ会員が継続的に快適なクラブライフを送
ることができるよう健全なクラブ経営を行う。

•	総合型地域スポーツクラブなどの活動が円滑
に行われるために必要な競技別指導者、
フィットネス指導者、メディカル•コンディ
ショニング指導者などのスタッフがそれぞれ
の役割に専念できるような環境を整備する

•	スポーツに関する基礎的知識
•	総合型地域スポーツクラブ創設のためのマネ
ジメント能力

•	総合型地域スポーツクラブなどの健全な経営
のためのマネジメント能力

•	事業の計画立案能力、各種資源の調達活用能
力、情報収集•分析能力

専門科目：132.5h
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総合型地域スポーツクラブ　登録・認証制度について
公益財団法人　佐賀県スポーツ協会

【登録・認証制度】　手続きは 令和４年４月１日 から運用開始

◦ 佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局を佐賀県スポーツ協会に設置（令和４年４月１日） し、登録・認証

手続きにおける申請受付、審査、登録手続き等を実施します

◦佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

　�《登録・認証制度諸規程の整備》

　�　（公財）�日本スポーツ協会から令和４年４月１日からの登録・認証制度の運用開始に向け都道府県版制度に関

する規程を整備

　

《連絡協議会役員構成》

　会　　長　　１名

　副��会��長　　３名以内

　常任理事　　８名以内　※県民スポーツ大会開催地４地区より各１名、学識経験者及び県スポーツ関係部局職員から４名

　委　　員　　各クラブから代表者１名

《登録審査委員会》

　①　県スポ協役員または担当者

　②　県行政担当者

　③　県協議会役員または担当者

　④　学識経験者（大学教員、弁護士、中小企業診断士、スポーツ推進委員など）

◦登録・認証制度申請書類

申請書類① 登録基準確認用紙 データにて提出

申請書類② 基礎情報書類（総合型クラブ概要等） データにて提出

申請書類③ 規約・会則・定款等 資料提出（郵送他）

申請書類④ 役員名簿 データにて提出

申請書類⑤ 総合型クラブ内で承認を得た当該年度事業計画・予算 資料提出（郵送他）

申請書類⑥ 総合型クラブ内で承認を得た前年度事業報告・決算　※申請年度に創設した総合型クラブは提出不要 資料提出（郵送他）

申請書類⑦ 評価指標を用いた自クラブの自己点検・評価の結果 データにて提出

申請書類⑧ 上記⑤及び⑥を議決した際の議事録　※申請年度に創設した総合型クラブは⑥を議決した際の議事録は提出不要 資料提出（郵送他）

申請書類⑨ スポーツガバナンスウェブサイトを用いた自己説明・公表確認書 資料提出（郵送他）

申請書類⑩ その他都道府県協議会が定める提出物

佐賀県総合型地域
スポーツクラブ連絡協議会

　「スポーツを核とした豊かな地域コミュニ
ティの創造」を基本理念とし、総合型クラブ
が公益性高く持続可能な「社会的な仕組み」
として地域社会に定着することを目的とする。

佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会基本規程

佐賀県総合型地域スポーツクラブ登録規程

登録基準細則、登録審査細則、登録認定細則、登録更新審査細則

諸規程体系図
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◦ 登録・認証制度／①申請

◦ 登録・認証制度／②審査、登録

◦ 登録・認証制度／③登録、認定

各クラブ

各クラブ

佐賀県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
以下「県連絡協議会」という

登録審査委員会
提出された申請書類について審査

佐賀県スポーツ協会

【提出先】

公益財団法人 佐賀県スポーツ協会

〒849-0923　佐賀市日の出２丁目1-11��（佐賀県スポーツ会館内）

TEL： 0952-30-7716　FAX： 0952-30-7708
E-mail：sagaken@japan-sports.or.jp

申請書類の提出（令和４年７月2９日（金）まで）

審査結果提出
（８月末）

登録料の請求
（11月）

登録料納入
（12月中旬迄）
年額5,000円

認定証発行
（１月）

認定証発行
（１月）

登録料納入
（12月下旬迄）
年額5,000円

登録認定リスト提出
（９月末）

登録完了通知
（10月末）

登録審査委員会

全国協議会

日本スポーツ協会
総合型地域スポーツクラブ全国協議会

以下、全国協議会という

県連絡協議会

県連絡協議会

【参考情報】
◦ 登録・認証制度の概要（日本スポーツ協会）

　https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid1337.html

◦スポーツガバナンスウェブサイト（日本スポーツ振興センター）

　https://www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/966/Default.aspx
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～総合型地域スポーツクラブとは～
　総合型地域スポーツクラブ（以下、総合型クラブ）は、誰もが身近な地域でスポーツを楽しむことができるよう、
様々なスポーツを（多種目）子どもから高齢者まで誰もが（多世代）楽しむスポーツから競い合うスポーツまでそ
れぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）という特徴を持ち、行政でもなく、民間企業でもなく、地
域住民によって、自主的・主体的に運営されているスポーツクラブです。令和４年３月末現在、佐賀県では25の総
合型クラブがそれぞれの地域で活動しています。

佐賀県総合型地域スポーツクラブ一覧　～地域課題に取組むクラブ～
地区 № ク  ラ  ブ  名 連　絡　先 テ　ー　マ　／　事　業　内　容

三
神
東
部
エ
リ
ア

① フィッ鳥栖 090-5921-8321（寺崎）
女性が活躍するクラブ

ヨガ（初級・中級）、美INGストレッチインナーシェイプ、リラックスストレッチ、ボディメイク
ケア他（全15種目）

② 友遊スポーツかみみね 090-9599-8007（松井）
子供事業を提案するクラブ

友遊サークル事業（７種目）フィットネス事業（３種目）ジュニア育成事業（２種目）体験教室（２
種目）中学生応援PJ他

③ スポーツ大国きのくに
0942-92-7935

（基山町町づくり課）
スポーツが充実した町だからこそ必要とされるクラブを目指して！

スポーツ吹矢、ガンバルーン体操、水泳、室内運動、レクリエーション、貯金運動、気功

④ 脊振まるごとスポーツクラブ 0952-59-2718（飯盛）
スポーツを通じて地域の絆づくり

サークル（剣道他７種目）、イベント（各種体験教室他）

佐
　
城
　
中
　
央
　
エ
　
リ
　
ア

⑤ 特定非営利活動法人
かわそえスポーツクラブ

0952-45-8910
（トレーニングハウス内）

県南最大のシニアから子どもまで多種多様なクラブ

少年スポーツクラブ（15種目）、ジュニア※中学生（サッカー）、一般サークル（25種目）、イベン
ト（４回）

⑥ 多久スポーツピア
0952-75-2225

（クラブハウス内）

学校運動部活動と連携するクラブ

ジュニア（11サークル）、コミュニティ（15サークル）、アスリート（４サークル）、トレーニングルー
ム、多久市元気UP教室

⑦ 赤松スポーツクラブ・シャチ 080-8578-0926（加固）
校区自治会と連携するクラブ

バドミントン、社交ダンス、グラウンドゴルフ、ミニバレー、ヨガ、体操＆懐メロカラオケ、ソ
フトボール、ミニテニス

⑧ 一般社団法人
和スポーツクラブさが

0952-25-2295
（古賀道場内）

空手道を通して地域と未来に繋がるクラブ

古賀空手道場（４教室）、古賀英語道場（２教室）、放課後学校 夢の学校（放課後学童クラブ）、瑞
穂舞教室等（３教室）

⑨ 総合型地域スポーツクラブ
フォアオール

090-7989-8871（井上）
大学生が中心となり活躍するクラブ

50代以上の健康教室、ストレッチ、筋力トレーニング、リズムダンス、エクササイズウオーキング、
ミニ講義、レクリエーション

⑩ 総合型地域スポーツクラブ
わかくす

090-9575-0918（古川）
県唯一のシニアスイムプログラムを持つクラブ

水泳（週/１回２時間）、水中ウォーキング（週/ ２回２時間）、ウォーキング（随時）

⑪ あしかりはーとクラブ
0952-37-6140

（芦刈地域交流センター内）
町の中に地域スポーツの普及振興を目指して

ラージボール卓球、ミニバレー、ミニテニス、ストレッチ、ヨガ

⑫ スポTOMO東与賀 090-9586-0515（山田）
スポーツで健康

グラウンドゴルフ、ミニテニス、イベント

⑬ Futuerくぼた 090-8661-9576（夏秋）
行政との連携

ラージボール卓球

杵  

藤  

中  

央  

エ  

リ  

ア

⑭ さわやかクラブ武雄 090-1342-1245（戸田）
障がい者スポーツ環境整備に取り組むクラブ

サークル（パークゴルフ他７種目）、教室（セラピーヨガ他２種目）

⑮ がばい余暇クラブ
0952-71-6321

（ネイブル内）

次世代が活躍するクラブ

ミニサッカー、フットサル、ミニテニス、キッズダンス、ヨガ、ラージボール卓球、スポーツ吹矢、
ランニング、子供将棋、イベント

⑯ スポーツライフ鹿島
0954-62-3379

（鹿島市体協内）
クラブ・鹿島市体協・行政三位一体で生涯スポーツに取組むクラブ

交流事業（４種目）体験教室（６種目）定期活動（10種目）

⑰ 総合型うれしのほほん
スポーツクラブ

0954-42-0099
（嬉野市体協内）

嬉野市体協と連携・連動するクラブ

のほほん教室（らく楽エクササイズ・ストレッチ他８種目）会員交流事業（日帰りバス旅行）、キッ
ズ元気up！教室、夏休みマリンスポーツ

⑱ 大町遊ゆうスポーツクラブ
0952-82-3177

（大町町教育委員会）
行政、他団体との連携を目指して

ラージボール卓球、グラウンドゴルフ、ミニテニス、健康体操＆フィットセラピー他10種目

⑲ ほっと有明クラブ
0954-65-3135

（有明公民館内）
シニア世代の活動拠点クラブ

バドミントン、ミニニス、ヨーガ、グラウンド・ゴルフ、ウォーキング

⑳ よかっ太良クラブ
0954-67-0145

（太良町社会教育課）
“月の引力の見える町”で誰もが気軽に参加できるクラブを目指して

スポーツ吹矢、3B体操、ZUMBAクラス

伊
西
唐
津
西
部
エ
リ
ア

㉑ 有田スポーツクラブいきいき
0955-43-2314

（有田町生涯学習センター内）
多世代、いきいき、一生涯クラブ

ソフトテニス、バドミントン、ウォーキング、ミニテニス、ペタンク、スポーツ吹矢、リズムダンス

㉒ 西有田スポ・レク協会 090-4517-6591（川尻）
集落の結（むすび）の維持と連携を目指して

サークル（スローエアロビック他４種目）夏休みジュニア体験教室（水泳他４種目）、スポーツ交
流会・集落対抗（３回）

㉓ 玄海セーリングクラブ 090-8833-4626（井上）
海を介して地域と連携

小型ヨット（OPデインギー、レーサー、420）、カヌー、サップ、ウインドサーフィン、バナナボー
ト、大型ヨット（ギグ、アクタス）

㉔ 一般社団法人　肥前いろは 090-7474-2300（寺田）
サッカーからまちおこしまで挑戦するクラブ

定期教室（サッカー、フットサル）サークル活動（サッカー、トリムバレー）イベント（佐賀牛
杯サッカー大会、トリムバレー大会）

㉕ はまたまクラブ 0955-56-7112（村山）
子供と地域を見守るクラブ

定期（８種目）サークル（７種目）教室（６種目）
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佐�賀�県�ス�ポ�ー�ツ�少�年�団�便�り
■令和４年度の主な活動計画

事　　　業　　　名 開　催　期　日 開催場所

第60回全国スポーツ少年大会 令和４年８月４日（木）～８月７日（日） 鹿児島県

第44回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 令和４年８月４日（木）～７日（日） 奈良県

第45回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会 令和４年８月11日（木）～14日（日） 東京都

第45回全国スポーツ少年団剣道交流大会 令和５年３月25日（土）～27日（月） 新潟県

第20回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 令和５年３月24日（金）～27日（月） 静岡県

第54回九州ブロックスポーツ少年大会 令和４年８月18日（木）～21日（日） 大分県

第42回九州ブロックスポーツ少年団競技別交流大会

剣道：令和４年８月13日（土）～14日（日） 宮崎県

サッカー：令和４年８月５日（金）～７日（日） 福岡県

軟式野球：令和４年８月26日（金）～28日（日） 鹿児島県

空手道：令和４年８月20日（土）～21日（日） 沖縄県

ミニバスケット：令和４年８月26日（金）～28日（日） 長崎県

九州ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会 令和４年10月22日（土）～23日（日） 熊本県

第58回佐賀県スポーツ少年団競技別大会

軟式野球 令和４年５月３日（祝・火）～５日（祝・木）
伊万里市
有田町

陸上競技 令和４年７月２日（土） 唐津市

サッカー　 令和４年６月12日（日） 伊万里市

少林寺拳法 令和４年６月26日（日） 有田町

ミニバスケットボール　 令和４年６月４日（土）、５日（日）
小城市
白石町
江北町

剣道 令和４年６月11日（土） 伊万里市

バレーボール 令和４年７月３日（日） 有田町

空手道 令和４年７月３日（日） 唐津市

第30回佐賀県スポーツ少年団駅伝大会 令和５年２月11日（土・祝） 鹿島市

各種チャレンジ教室 ・ 交流会

ミニバスケットボール
令和４年12月25 日（日）
令和５年２月19日（日）

神埼市
吉野ヶ里町

ドッジボール 令和４年10月 佐賀市

アクティブ・チャイルド・プログラム体験教室 令和４年11月26日（土） 佐賀市
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アクティブ

チャイルド

プログラム

A

C

P

　子どもたちが楽しみながら積極的にからだを動かせるアクティブ チャイルド プログラ

ム（JSPO-ACP）をご存じですか？

　本協会では、日本スポーツ協会が開発した「アクティブ チャイルド プログラム（子ど

もが発達段階に応じて身につけておくことが望ましい動きを習得する運動プログラム）」を

通して、からだを動かすことの楽しさや喜びを学んでもらう事業を実施しています。

　ACPを通して、幼児期から小学校低学年の子どもを中心に、早い段階でスポーツ（運動）することの歓びや楽

しさを体感することにより、スポーツをする子どもの増加とともに、体力向上を図り、ひいては県全体のスポーツ

人口の増加につなげることを目的に講師派遣事業を実施します。今年度は県内12か所に派遣を行う予定です。

　アクティブ�チャイルド�プログラム（JSPO-ACP）を全国的に周知・普及することを目的

として、日本スポーツ少年団との共催により研修会を開催します。

　◦期　日　令和４年10月29日（土）

　◦会　場　（講義）メートプラザ佐賀�（実技）佐賀勤労者体育センター

令和４年度アクティブ チャイルド プログラム普及事業

令和４年度アクティブ チャイルド プログラム（JSPO-ACP）都道府県普及促進研修会

令和４年度アクティブ チャイルド プログラム体験教室

理論編（講義）
(1)子どもの身体活動・運動の意義

� (2)子どもの指導法・指導技術

(3)子どもの指導に関する実践事例

実技編（運動遊び、指導法・指導技術）
� (1)�運動遊びの紹介

� (2)�運動遊びの展開例

(3)�子どもの指導のポイント

　◦参加対象者

　　�　スポーツ少年団関係者(指導者・リーダー・役員・スタッフ・育成母集団・保護者)日本スポーツ協会公認ス

ポーツ指導者、総合型地域スポーツクラブ関係者幼稚園・こども園・保育所等関係者、教育委員会関係者、ス

ポーツ推進委員�他

　

　※参加募集案内については、９月頃に本協会ホームページに掲載します。

　　下記QRコードからご確認いただけます！

　運動遊びを体験することにより、体を動かすことや運動に親しむ機会を提供するとともに、日常生活における運

動習慣の定着化を図り、子どもたちの健やかな心と体を育むことを目的としてアクティブ�チャイルド�プログラム

の体験教室を実施します。

　◦期　日　令和４年11月26日（土）　　◦会　場　佐賀勤労者体育センター

　※参加募集案内については、10月頃に本協会ホームページに掲載します。

　　右記QRコードからもご確認いただけます！�⇒�佐賀県スポーツ少年団HP



ＳＳＰ基金寄付の募集
　佐賀県では、平成３０年度よりＳＡＧＡスポーツピラミッド構想（ＳＳＰ構想）を推進しているところです。この構想は、
世界に挑戦する佐賀ゆかりのトップアスリートの育成を通じて、スポーツ文化（する、育てる、観る、支える）
の裾野を拡大し、さらなるトップアスリートの育成につながる好循環を確立することを目標としております。

当協会は、この構想を県と連携しながら、次の事業を推進していくためＳＳＰ基金寄付を募集します。
　下記事業を推進するにあたり、企業・団体等の皆様のご理解とご協力を仰ぎながら県と一体になって取り組み
たいと考えています。
　つきましては、かかる状況をご理解のうえ、この趣旨にご賛同いただくとともにご協力を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。

〔ＳＳＰ構想に基づき推進する事業〕

（１）選手・指導者の人材育成に関する事業
（２）選手・指導者の定着支援に関する事業
（３）県内練習環境の整備・充実に関する事業
（４） ＳＳＰ構想の理解促進に関する事業
（５）本協会体制強化事業
（６）その他基金の設置目的を達成するために
　　 必要な事業

賛助会員（個人）

名　　　　　　称
ＳＳＰ基金スーパーダイヤモンドパートナー

ＳＳＰ基金ダイヤモンドパートナー

ＳＳＰ基金ゴールドパートナー

ＳＳＰ基金プラチナパートナー

ＳＳＰ基金オフィシャルパートナー

賛助会員（企業・団体）

通算１０００万円以上

通算５００万円以上

通算３００万円以上

単年１００万円以上

単年５０万円以上

年額１口１万円（何口でも可）

年額１口５千円（何口でも可）

寄　付　金　額

〔ＳＳＰパートナーの種類〕

ご協力いただいた方には、次の特典があります。

公益財団法人　佐賀県スポーツ協会
TEL:0952-30-7716 / FAX:0952-30-7708

〒849-0923 佐賀市日の出二丁目1-11（佐賀県スポーツ会館）
【E-mail】sagaken@japan-sports.or.jp
【HP】http://www.sagaken-sports.com/

※（７）～（９）の特典は、ＳＳＰパートナーの種類によって掲示の際のサイズ等が異なります。
※寄付金額が１万円以上５０万円未満の特典は、（１）～（５）となります。　　※ＳＳＰ基金寄付申込書は、本協会ホームページからダウンロードできます。

（１） ＳＡＧＡスポーツピラミッド・ホームページへの掲載

（２）スポーツ協会発行物の提供（年２回）

（３）企業・団体名等をスポーツ会館ロビーに掲示

（４）本協会のロゴマーク使用

（５）免税措置

（６）各種スポーツ式典行事等への参加招待

（７）佐賀県内公共スポーツ施設に企業・団体名等

　　 広告掲載ポスターを掲示

（８）本協会ホームページへのバナー広告

（９）その他、広告物等への企業・団体名等の紹介

お問合せ先
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ＳＳＰ基金寄付の募集
　佐賀県では、平成３０年度よりＳＡＧＡスポーツピラミッド構想（ＳＳＰ構想）を推進しているところです。この構想は、
世界に挑戦する佐賀ゆかりのトップアスリートの育成を通じて、スポーツ文化（する、育てる、観る、支える）
の裾野を拡大し、さらなるトップアスリートの育成につながる好循環を確立することを目標としております。

当協会は、この構想を県と連携しながら、次の事業を推進していくためＳＳＰ基金寄付を募集します。
　下記事業を推進するにあたり、企業・団体等の皆様のご理解とご協力を仰ぎながら県と一体になって取り組み
たいと考えています。
　つきましては、かかる状況をご理解のうえ、この趣旨にご賛同いただくとともにご協力を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。

〔ＳＳＰ構想に基づき推進する事業〕

（１）選手・指導者の人材育成に関する事業
（２）選手・指導者の定着支援に関する事業
（３）県内練習環境の整備・充実に関する事業
（４） ＳＳＰ構想の理解促進に関する事業
（５）本協会体制強化事業
（６）その他基金の設置目的を達成するために
　　 必要な事業

賛助会員（個人）

名　　　　　　称
ＳＳＰ基金スーパーダイヤモンドパートナー

ＳＳＰ基金ダイヤモンドパートナー

ＳＳＰ基金ゴールドパートナー

ＳＳＰ基金プラチナパートナー

ＳＳＰ基金オフィシャルパートナー

賛助会員（企業・団体）

通算１０００万円以上

通算５００万円以上

通算３００万円以上

単年１００万円以上

単年５０万円以上

年額１口１万円（何口でも可）

年額１口５千円（何口でも可）

寄　付　金　額

〔ＳＳＰパートナーの種類〕

ご協力いただいた方には、次の特典があります。

公益財団法人　佐賀県スポーツ協会
TEL:0952-30-7716 / FAX:0952-30-7708

〒849-0923 佐賀市日の出二丁目1-11（佐賀県スポーツ会館）
【E-mail】sagaken@japan-sports.or.jp
【HP】http://www.sagaken-sports.com/

※（７）～（９）の特典は、ＳＳＰパートナーの種類によって掲示の際のサイズ等が異なります。
※寄付金額が１万円以上５０万円未満の特典は、（１）～（５）となります。　　※ＳＳＰ基金寄付申込書は、本協会ホームページからダウンロードできます。

（１） ＳＡＧＡスポーツピラミッド・ホームページへの掲載

（２）スポーツ協会発行物の提供（年２回）

（３）企業・団体名等をスポーツ会館ロビーに掲示

（４）本協会のロゴマーク使用

（５）免税措置

（６）各種スポーツ式典行事等への参加招待

（７）佐賀県内公共スポーツ施設に企業・団体名等

　　 広告掲載ポスターを掲示

（８）本協会ホームページへのバナー広告

（９）その他、広告物等への企業・団体名等の紹介

お問合せ先
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（公財）佐賀県スポーツ協会
ＳＳＰパートナー企業・賛助会員

令和３年度 SSPパートナー・賛助会員の皆様へお礼

令和３年度 SSPパートナー企業名

　令和３年度は、以下に掲載しております法人・団体・個人の皆様からＳＳＰ基金寄付をいただきました。
ＳＳＰ構想の推進にご協力いただき誠にありがとうございました。
　令和４年度につきましても、引き続きご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

SSP基金ダイヤモンドパートナー 寄付額 通算500万円以上

SSP基金ゴールドパートナー 寄付額 通算300万円以上

SSP基金プラチナパートナー

令和３年度賛助会員個人名 年額１口 5,000円

※掲載辞退２名
（3月 31日現在の申込状況）

●松雪　　誉　●峰　　悦男　●祖岩　亨道　●濱村　宜弘　●本村　正信　●澤野　善文　●川﨑　真澄

※掲載辞退９社

寄付額 単年100万円以上

SSP基金オフィシャルパートナー

令和３年度賛助会員企業・団体名

寄付額 単年50万円以上

年額１口 10,000円

●医療法人社団如水会 今村病院　●株式会社学映システム

●株式会社中野建設　●株式会社ナチュラルライフ　●株式会社佐賀電算センター　●大和産業株式会社　●株式会社戸上電機製作所
●トヨタ紡織九州株式会社　●西九州トヨタ自動車株式会社　●久光製薬株式会社　●松尾建設株式会社　●宮島醤油株式会社
●株式会社佐賀銀行　●株式会社佐電工　●東亜工機株式会社　●医療法人ひらまつ病院　●株式会社ミゾタ　●Yutoku Group

●ＪＡグループ佐賀　●富士警備保障株式会社　●株式会社ミズ　●医療法人尽心会 百武整形外科・スポーツクリニック
●佐賀トヨペット株式会社　●株式会社九電工　佐賀支店　●九州電力株式会社　佐賀支店

10口 / ●株式会社友桝飲料　●医療法人天心堂　●旭九州株式会社　●株式会社 JTB　佐賀支店　●コイケスポーツ株式会社
　　  　●株式会社東和　●小糸九州株式会社
  5 口 / ●株式会社上滝建設　●株式会社クース・コーポレーション　●栄城設備工業株式会社　●社会医療法人祐愛会
　　  　●（一社）佐賀県バスケットボール協会　●有限会社佐賀東部青果　●株式会社トヨタレンタリース佐賀
  4 口 / ●さかえまち整形外科
  3 口 / ●株式会社佐賀鉄工所　●（一社）佐賀県水泳連盟　●清本鉄工株式会社　●株式会社丸福建設　●九州食品株式会社
　　  　●ネッツトヨタ佐賀株式会社　●五光工業株式会社　●七ツ島産業株式会社　●西九州トステム株式会社
　　  　●株式会社まいづる百貨店　●ENEOSグローブエナジー株式会社　佐賀支店
  2 口 / ●（一社）佐賀県ソフトボール協会　●株式会社バイオテックス　●株式会社メディック　●岡本建設株式会社
　　  　●株式会社チワタ　●株式会社ソアー　●山代ガス株式会社　●（一社）佐賀県サッカー協会　●富士建設株式会社
  1 口 / ●株式会社エンターアイ　●今泉建設株式会社　●株式会社肥前建設　●株式会社カネタニ　●株式会社マツコー
　　  　●有限会社天山環境開発工業　●株式会社有明電設　●株式会社中島工務店　●五町田酒造株式会社
　　  　●三愛オブリガス三神株式会社　●佐賀信用金庫　●唐津信用金庫　●有限会社多久環境整備センター
　　  　●有限会社小城新生興業社　●株式会社峰組　●株式会社岡田電機　●株式会社アグリ　●株式会社マーゼルン
　　  　●丸洋物産株式会社　●釘本建設株式会社　●株式会社アート物流　●名鉄観光サービス株式会社　佐賀支店
　　  　●佐賀県高等学校野球連盟　●（一社）佐賀県空手道連盟　●佐賀県ラグビーフットボール協会　●株式会社大義建設
　　  　●株式会社ニシキ　●株式会社広津商会　●医療法人静便堂　白石共立病院　●株式会社田久保建設　●佐賀東信用組合
　　  　●日興食品株式会社　●エレクトロ通商株式会社　●五光建設株式会社　●（一財）佐賀陸上競技協会　●株式会社下建設
　　  　●特定医療法人樟風会　●佐賀県ウエイトリフティング協会　●ヤマトカンキョウ株式会社　●株式会社トスデリカ
　　  　●唐津土建工業株式会社　●佐賀県ハンドボール協会　●有限会社みくりやプリンティング　●株式会社佐賀青果市場
　　  　●祐徳建設興業株式会社　●医療法人幸善会　前田病院　●（公財）スポーツ安全協会佐賀県支部　●株式会社三光
　　  　●株式会社東西運輸　●株式会社日本旅行　佐賀支店　●佐賀ダイハツ販売株式会社　●株式会社佐賀クリーン環境
　　  　●株式会社かわでん　●株式会社マルゼン看板　●佐賀県トライアスロン協会　●佐賀県ヤクルト販売株式会社
　　  　●メック株式会社　●佐賀運輸株式会社　●株式会社アルタス・クレイド　●株式会社西村鐵工所
　　  　●医療法人友和会　鶴田整形外科　●株式会社大石膏盛堂　●株式会社佐賀新聞社　●株式会社大島組　●吉田刃物株式会社
　　  　●株式会社キョーワ　●牟田建設株式会社　●株式会社唐津カーセンター　●大坪産業株式会社　●株式会社中山鉄工所
　　  　●ホンダカーズ佐賀株式会社　●株式会社九州トリシマ　●株式会社富士建　●株式会社マベック
　　  　●ワタキューセイモア株式会社九州支店　●社会福祉法人天寿会　●ヒラノスポーツ　●株式会社井手解体実業
　　  　●株式会社大同工務店

●（公財）原田記念財団
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（公財）佐賀県スポーツ協会
ＳＳＰパートナー企業・賛助会員

令和３年度 SSPパートナー・賛助会員の皆様へお礼

令和３年度 SSPパートナー企業名

　令和３年度は、以下に掲載しております法人・団体・個人の皆様からＳＳＰ基金寄付をいただきました。
ＳＳＰ構想の推進にご協力いただき誠にありがとうございました。
　令和４年度につきましても、引き続きご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

SSP基金ダイヤモンドパートナー 寄付額 通算500万円以上

SSP基金ゴールドパートナー 寄付額 通算300万円以上

SSP基金プラチナパートナー

令和３年度賛助会員個人名 年額１口 5,000円

※掲載辞退２名
（3月 31日現在の申込状況）

●松雪　　誉　●峰　　悦男　●祖岩　亨道　●濱村　宜弘　●本村　正信　●澤野　善文　●川﨑　真澄

※掲載辞退９社

寄付額 単年100万円以上

SSP基金オフィシャルパートナー

令和３年度賛助会員企業・団体名

寄付額 単年50万円以上

年額１口 10,000円

●医療法人社団如水会 今村病院　●株式会社学映システム

●株式会社中野建設　●株式会社ナチュラルライフ　●株式会社佐賀電算センター　●大和産業株式会社　●株式会社戸上電機製作所
●トヨタ紡織九州株式会社　●西九州トヨタ自動車株式会社　●久光製薬株式会社　●松尾建設株式会社　●宮島醤油株式会社
●株式会社佐賀銀行　●株式会社佐電工　●東亜工機株式会社　●医療法人ひらまつ病院　●株式会社ミゾタ　●Yutoku Group

●ＪＡグループ佐賀　●富士警備保障株式会社　●株式会社ミズ　●医療法人尽心会 百武整形外科・スポーツクリニック
●佐賀トヨペット株式会社　●株式会社九電工　佐賀支店　●九州電力株式会社　佐賀支店

10口 / ●株式会社友桝飲料　●医療法人天心堂　●旭九州株式会社　●株式会社 JTB　佐賀支店　●コイケスポーツ株式会社
　　  　●株式会社東和　●小糸九州株式会社
  5 口 / ●株式会社上滝建設　●株式会社クース・コーポレーション　●栄城設備工業株式会社　●社会医療法人祐愛会
　　  　●（一社）佐賀県バスケットボール協会　●有限会社佐賀東部青果　●株式会社トヨタレンタリース佐賀
  4 口 / ●さかえまち整形外科
  3 口 / ●株式会社佐賀鉄工所　●（一社）佐賀県水泳連盟　●清本鉄工株式会社　●株式会社丸福建設　●九州食品株式会社
　　  　●ネッツトヨタ佐賀株式会社　●五光工業株式会社　●七ツ島産業株式会社　●西九州トステム株式会社
　　  　●株式会社まいづる百貨店　●ENEOSグローブエナジー株式会社　佐賀支店
  2 口 / ●（一社）佐賀県ソフトボール協会　●株式会社バイオテックス　●株式会社メディック　●岡本建設株式会社
　　  　●株式会社チワタ　●株式会社ソアー　●山代ガス株式会社　●（一社）佐賀県サッカー協会　●富士建設株式会社
  1 口 / ●株式会社エンターアイ　●今泉建設株式会社　●株式会社肥前建設　●株式会社カネタニ　●株式会社マツコー
　　  　●有限会社天山環境開発工業　●株式会社有明電設　●株式会社中島工務店　●五町田酒造株式会社
　　  　●三愛オブリガス三神株式会社　●佐賀信用金庫　●唐津信用金庫　●有限会社多久環境整備センター
　　  　●有限会社小城新生興業社　●株式会社峰組　●株式会社岡田電機　●株式会社アグリ　●株式会社マーゼルン
　　  　●丸洋物産株式会社　●釘本建設株式会社　●株式会社アート物流　●名鉄観光サービス株式会社　佐賀支店
　　  　●佐賀県高等学校野球連盟　●（一社）佐賀県空手道連盟　●佐賀県ラグビーフットボール協会　●株式会社大義建設
　　  　●株式会社ニシキ　●株式会社広津商会　●医療法人静便堂　白石共立病院　●株式会社田久保建設　●佐賀東信用組合
　　  　●日興食品株式会社　●エレクトロ通商株式会社　●五光建設株式会社　●（一財）佐賀陸上競技協会　●株式会社下建設
　　  　●特定医療法人樟風会　●佐賀県ウエイトリフティング協会　●ヤマトカンキョウ株式会社　●株式会社トスデリカ
　　  　●唐津土建工業株式会社　●佐賀県ハンドボール協会　●有限会社みくりやプリンティング　●株式会社佐賀青果市場
　　  　●祐徳建設興業株式会社　●医療法人幸善会　前田病院　●（公財）スポーツ安全協会佐賀県支部　●株式会社三光
　　  　●株式会社東西運輸　●株式会社日本旅行　佐賀支店　●佐賀ダイハツ販売株式会社　●株式会社佐賀クリーン環境
　　  　●株式会社かわでん　●株式会社マルゼン看板　●佐賀県トライアスロン協会　●佐賀県ヤクルト販売株式会社
　　  　●メック株式会社　●佐賀運輸株式会社　●株式会社アルタス・クレイド　●株式会社西村鐵工所
　　  　●医療法人友和会　鶴田整形外科　●株式会社大石膏盛堂　●株式会社佐賀新聞社　●株式会社大島組　●吉田刃物株式会社
　　  　●株式会社キョーワ　●牟田建設株式会社　●株式会社唐津カーセンター　●大坪産業株式会社　●株式会社中山鉄工所
　　  　●ホンダカーズ佐賀株式会社　●株式会社九州トリシマ　●株式会社富士建　●株式会社マベック
　　  　●ワタキューセイモア株式会社九州支店　●社会福祉法人天寿会　●ヒラノスポーツ　●株式会社井手解体実業
　　  　●株式会社大同工務店

●（公財）原田記念財団
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Saga Sport Pyramid Project / SSP
公益財団法人 佐賀県スポーツ協会

公益財団法人

佐賀県スポーツ協会

〒849-0923 佐賀県佐賀市日の出2丁目1番11号
TEL：0952-30-7716　e-mail：sagaken@japan-sports.or.jp

(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金スーパーダイヤモンドパートナー(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金スーパーダイヤモンドパートナー

(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金ダイヤモンドパートナー(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金ダイヤモンドパートナー

(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金ゴールドパートナー(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金ゴールドパートナー

(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金プラチナパートナー(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金プラチナパートナー

:

(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金オフィシャルパートナー(公財)佐賀県
スポーツ協会SSP基金オフィシャルパートナー
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令和4年７月１日時点での申込企業


