
令和４年度佐賀県競技力向上推進計画 

１ 基本方針 
国民体育大会をはじめとする全国大会や国際大会等における本県トップアスリート

及び本県にゆかりのあるトップアスリートの活躍・健闘は、県民に夢・感動・活力を与

え、県民のスポーツに対する関心を向上させるとともに、郷土に対する誇りや自信を醸

成し、今後の佐賀県の発展に大きく寄与するものと期待される。 

また、全国・世界の舞台における、トップアスリートの活躍を通じ、スポーツ文化（す

る、育てる、観る、支える）の裾野の拡大と更なるトップアスリートの育成につながる

好循環を生み出すことを目指した「ＳＡＧＡスポーツピラミッド（ＳＳＰ）構想」は、

スポーツのチカラを活かした人づくり、地域づくりを進めるプロジェクトとして平成 

３０年度より推進している。 

ＳＳＰ構想に基づき、第７８回国民スポーツ大会佐賀大会において、県民の期待に応

え、佐賀に競技力が根付く戦い方で天皇杯を獲得するとともに、大会終了後も安定した

競技力が維持されることを目指して、選手の発掘・育成・強化及び指導者の養成等を図

り、総合的な競技力向上を推進する。 

 

２ 競技力向上を推進する期間と目標  

   佐賀県競技力向上推進本部において策定されている「第７８回国民スポーツ大会競技

力向上基本計画 Ver.3.0」の期間ごとの目標（次表）を達成するための事業を展開する。 

区 分 目 標 

発掘･育成期（平成 27 年度～平成 29 年度） ３０位台前半（競技得点 ４５０点以上） 

充実期（平成３０年度～令和３年度） ２０位台前半（競技得点 ６００点以上） 

完成期 

令和４年度 １０位台前半（競技得点 ８８０点以上） 

令和５年度 １０位以内 （競技得点 １,０００点以上） 

令和６年度 １位獲得 （競技得点 ２,３００点以上） 

定着期（令和７年度～） ＳＳＰ構想に基づく競技力の維持 

   ※ 令和２年鹿児島国体は延期（令和５年）、令和３年三重国体は中止。 

    ※ 競技得点は、暦年での総合得点となる。 

 
 



３ 目  標 
○ 各競技における全国大会   入 賞 

  （日本選手権、インターカレッジ、インターハイ、全日中等） 

○ 第７７回国民体育大会   男女総合競技得点     ８８０点以上 

天皇杯順位（男女総合）  １０位台前半 

 
４ 内  容 

競技力向上対策の推進にあたっては、競技力向上委員会が中心となり、佐賀県競技力

向上推進本部や競技団体と連携を図りながら関係機関の協力を得て、SSP 構想の推進及

び目標を達成するために次の取組みを行う。 

（１）全国大会入賞のための強化対策 

（２）強化費、支援費及びコーチ等育成費の効率的運用 

（３）競技団体の組織的強化体制の確立・支援 

（４）指導者の育成と指導力の向上 

（５）小・中・高一貫指導体制の整備・充実 

（６）未普及競技の育成と組織強化 

（７）スポーツ選手・指導者の雇用促進・定着支援 

（８）練習環境の整備・充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(公財)佐賀県スポーツ協会

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) 熊本県

加盟競技団体理事長・ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ・事務局長合同会議  4月22日(金) 県スポーツ会館

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

5 第58回佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ少年団大会(軟式野球)  5月上旬 唐津市、伊万里市、有田町

第26回佐賀県さわやかｽﾎﾟｰﾂ･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回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会夏季大会(ｶﾇｰ・ｽﾗﾛｰﾑ・ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ)  5月22日(日) 鹿児島県湧水町

6 (公財)佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ協会　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ｺﾞﾙﾌ選手権大会(予選)  6月 5日(日) 県内１７ゴルフ場

(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会　定時評議員会  6月24日(金) 東京都

(公財)佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ協会　第11回評議員会  6月21日(火) 県スポーツ会館

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

第58回佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ少年団大会(ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙほか)  6月上旬～下旬 唐津市、伊万里市、有田町

7 第58回佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ少年団大会(陸上、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)  7月上旬 唐津市、有田町

第42回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会夏季大会(馬術)  7月 9日(土)～10日（日） 菊池市

　　　　　〃　　　　　　　 (ﾃﾆｽ、新体操、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ)  7月16日(土)～18日(月) 熊本市

        　〃　      　　   (ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ)  7月21日(木) 熊本市

        　〃　      　　   (ｺﾞﾙﾌ)  7月22日(金) 菊池市

　　　　　〃　　　　　　　 (水球)  7月22日(金)～24日（日） 熊本市

　　　　　〃　　　　　 　  (空手道)  7月23日(土) 阿蘇市

　　　　　〃　　　 　　　  (ﾎﾞｰﾄ、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ)  7月23日(土)～24日（日） 菊池市、宇土市

　　　　　〃　　　　　 　  (体操、ｶﾇｰ・ｽﾌﾟﾘﾝﾄ)  7月24日(日) 熊本市、鹿児島県伊佐市

8 第60回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年大会  8月4日（木）～7日（日） 鹿児島県

第42回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会秋季大会(柔道、銃剣道)  8月20日(土) 山鹿市、菊池市

　　　　　〃　　　　　　　 (ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、軟式野球、ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ、
　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾗｲﾌﾙ射撃、弓道、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ)

 8月20日(土)～21日（日） 八代市、熊本市、益城町、山鹿市

　　　　　〃　　　　　　　 (ｻｯｶｰ)  8月20日(土)～22日（月) 熊本市、大津町

　　　　　〃　　　　　　　 (剣道、ｱｰﾁｪﾘｰ、なぎなた)  8月21日(日) 菊池市、菊陽町、玉名市

　　　　　〃　　　　　　　 (ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ)  8月26日(金)～28日(日) 小国町、熊本市

　　　　　〃　　　　　　　 (ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ)  8月26日(金)・28日(日) 熊本市

　　　　　〃　　　　　　　 (ﾎｯｹｰ)  8月26日(金)～29日(月) 小国町

　　　　　〃　　　　　　　 (ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、

　　　　　　　　　　　　　　卓球、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ)
 8月27日(土)～28日(日)

八代市、水俣市、芦北町、宇城市、熊本市、

宇土市、菊池市、山鹿市、玉名市

第28回佐賀県ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権大会(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　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　会期前　(水泳)  9月10日(土)～19日(月) 宇都宮市、小山市、市貝町

　　　　　〃　　　　　　 　 (体操、ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、弓道)  9月10日(土)～13日(火) 宇都宮市、足利市

　　　　　〃　　　　　　 　 (新体操)  9月18日(日)～19日(月) 小山市

10 第77回国民体育大会　本会期　(総合開会式) 10月 1日(土) 栃木県宇都宮市

　　　　　〃　　　　   　　 (陸上競技、外34競技) 10月 1日(土)～10月11日(火) 栃木県宇都宮市、他

　　　　　〃　　　　   　　 (総合閉会式) 10月11日(火) 栃木県宇都宮市

佐賀ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ2022「第75回県民ｽﾎﾟｰﾂ大会」 10月15日(土)・16日(日) 鹿島市、嬉野市、武雄市、杵島郡、藤津郡

11 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回佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ振興ｺﾞﾙﾌ大会 11月12日(土) 大和不動カントリー倶楽部

佐賀県公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者研修会① 11月6日(日) 未定

12 第42回九州ﾌﾞ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) 県ｽﾎﾟｰﾂ会館

1 第78回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

佐賀県公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者研修会②  1月22日(日) 未定

第78回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ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ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

加盟競技団体ﾋｱﾘﾝｸﾞ  1月～ 2月 未定

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回佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ少年団駅伝大会  2月11日(祝・土) 未定

第78回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（懇親会も）

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

(公財)佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ協会　第12回評議員会  3月13日(月) 県スポーツ会館

(公財)日本ｽﾎﾟｰﾂ協会国体連絡会議  3月17日(金) 東京都

５　年間行事　　　　　令和４年度 公益財団法人佐賀県スポーツ協会 主要行事日程 

 



６ 実施内容  

 

 １ 競技力向上に関する事業 

 

（１）競技力向上事業 

① ポテンシャルアスリート事業（佐賀県競技力向上推進本部が主体） 

国内で開催される各競技団体の最高峰の大会（全日本選手権等）で、入賞者を輩 

出するために実施される強化事業費（合宿・強化練習、指導者招聘、遠征等）へ

の補助を行う。 

 

② ジュニアアスリート育成事業 

  中学校体育連盟の各競技団体の底辺の底上げと有望な選手の育成にかかる費用を

補助する。 

 

③ 外部指導者招聘事業 

競技団体が競技レベルに応じた指導者を招聘し、指導者及び選手がともに直接ア

ドバイスを受ける研修会の経費を補助する。 

  

④ 海外大会に参加する選手・指導者への奨励金支給（海外遠征激励費支給事業） 

県内競技団体に所属する選手及び指導者等が、海外で開催される公式競技会等に  

日本代表として参加する場合に奨励金を支給する。 

 

⑤ 一流指導者活用等長期育成プログラム事業 

  競技団体が県内指導者と国内トップレベルの指導者による「指導チ―ム」を結成

し競技レベルの着実な向上を図り、全国大会における上位チーム・選手の育成を

図る事業に補助する。 

 
 
 
 
 



⑥ 専門家サポート活用・スタディーツアープログラム事業 

  競技団体において、トップを目指す人材育成の中で、栄養学、医科学などの専門

家による指導助言（サポート）を仰ぐ事業に対して補助を行う。また、競技団体

の選手、指導者がトップレベルの試合や全国大会を直に観ることで、直感的にそ

の状況を肌で感じ、技術やレベルの高さを直接学ぶ機会を創ることにより、有望

選手の動機付けとなる支援を行う。 

 
 

（２） 指導者等養成事業 

  

① コーチ研修会支援事業 

   希望する競技団体の指導者が、同じ種目の障害者スポーツへ関心を高めながら

障害者の選手も指導できるようにするための研修会や事業へ補助する。 

 

② スポーツ医・科学専門家育成事業 

     スポーツ医・科学委員、ドクター、デンティスト、トレーナー、薬剤師や栄養

士の方が、JSPO や中央競技団体等が実施する専門の研修会や直接の個別研修

会、資格取得を目的とする研修会・試験に参加する費用の助成、及び資質向上

を目的とする県内研修会の開催に要する経費を補助する。 

  

③  スポーツコーチ育成事業 

競技団体が県内の指導者を国内外のすぐれた指導者のもとへ派遣して、指導方

法や技術等を学び、最新の情報を収集するための研修経費を補助する。また、

競技団体の指導者を JSPO や中央競技団体等が実施する資格取得のための講習

会や研修会等に参加する経費を補助する。 

 
 
 
 
 
 



（３） 環境整備事業 

 

①  競技用具購入事業・競技用具等運搬事業 

     競技成績の向上が見込める競技団体のうち、高額な経費を要する加盟競技団体 

の競技用具購入費や器具運搬の経費が高額な加盟競技団体に補助を行う。 

     ※佐賀県競技力向上推進本部において主体的に支援。本協会においては、競技

用具購入費について佐賀県競技力向上推進本部の佐賀国スポ環境整備事業の

対象とならない競技用具の購入を支援する。 

 

②  未普及競技の育成及び組織整備支援事業（未普及競技育成事業） 

     県内において競技人口が少ない競技の競技団体（未普及競技団体）の組織整備 

や競技力向上を図るための経費に対して助成する。 

 

③ SSP スポーツトライアル支援事業 

      SSP 構想に基づき本協会加盟競技団体が実施する競技人口の拡大や競技力向

上を図るための体験教室の開催に対して、経費を補助する。 

 

④ 選手・指導者の定着支援事業 

      県内外のトップアスリートや指導者の佐賀県内への定着を推進し、アスリー

ト・指導者として活動してもらうことで、佐賀県民全体の競技力向上を図る

ことを目的として、アスリート・指導者を雇用する企業への就職支援のため

助成金支給等を行う。 

 
 

⑤ スポーツ選手寮・アパートへの支援事業（宿舎運営費補助金） 

      競技団体等が指定する県内高校生等に対する宿舎の運営費の一部を補助す

ることにより、優秀な中学生アスリートが県内高校に進学し、県内で競技を

しやすい環境を整備する。 

 



⑥ 物品等貸出事業 

     競技団体等がスポーツ活動を円滑に行うことができるよう、本協会で調達した 

機材等の物品について、無償で貸し出しを行う。 

 

２ 国民体育大会への派遣・開催協力事業 

（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及び都道府県体育・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へ選手、役員、トレーナー等を派遣する。 

 

（２）国民体育大会の開催協力 

   公益財団法人日本スポーツ協会及び都道府県体育・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共催など、開催に必要な協力を行う。 

 

 ３ スポーツ普及・振興事業 

 

 （１）研修会・講習会の開催事業 

 

①  競技力向上研修会等の実施 

     スポーツの振興及び競技力向上を図るため、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。 

 

４ 表彰・広報事業 

 

（１） 表彰事業 

 

① 優秀選手等表彰 

国民体育大会において優秀な成績（正式競技において８位以上）を収めた者に 

対し表彰を行い、その栄誉を称えるとともに、本県競技スポーツに対する意識

の高揚と競技力向上に寄与する。 

 



（２） 広報事業 

 

① 広報活動事業 

選手や指導者の活躍や活動状況、スポーツ関係行事、スポーツ活動を行う際の 

留意点、スポーツに関する規程の見直しなどを各種スポーツ関係情報につい

て、冊子、フリーペーパー、本協会ホームページなどにより、情報提供等の広

報活動を行う。 


