
 
担 当 課 事 業 名 他 団 体 関 連 事 業

市町村・クラブ訪問、各種団体連携事業、エリアネットワーク事業(県体育協会・広域）

スポーツを通した人づくり事業（県スポーツ振興基金）

スポーツを通した地域づくり事業（県スポーツ振興基金）

広域スポーツセンター事業（県スポーツ振興基金）

一般社団法人福島県総合型スポーツクラブ連絡協議会事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 スポーツ・レクリエーション大会、イベント等の共催・後援 スポーツを通した人づくり事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 福島県総合体育大会県民スポーツ大会

スポーツ課 福島県障がい者スポーツ協会運営費補助

スポーツ課
ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）
（運動導入教室開催事業、種目別スポーツ教室開催事業）

ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）

（運動導入教室開催事業、種目別スポーツ教室開催事業）（県障がい者スポーツ協会）

スポーツ課 【新規】障がい者スポーツ振興事業（福島県障がい者総合体育大会開催事業）
障がい者スポーツ振興事業（福島県障がい者総合体育大会開催事業）
（県障がい者スポーツ協会）

道路管理課
まちづくり推進課

【新規】歩いて走って健康づくり支援事業

健康増進課 「うつくしまから太陽へ県民健康チャレンジ事業」

高齢福祉課
高齢者の健康・生きがいづくり事業
（うつくしま、ふくしま。健康福祉祭開催事業、全国健康福祉祭選手派遣事業）

高齢福祉課 【新規】健康長寿に向けた介護予防推進事業（健康長寿のためのニュースポーツ普及事業）

③地域のスポーツ活動におけるメディカルサポート体制の充実
スポーツ医事・トレーニング相談事業（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 福島県総合体育大会スポーツ少年団体育大会 　

スポーツ課
未来へチャレンジ！ふくしまスポーツ塾（福島の輝く未来へ！スポーツわくわくプロジェクト）
（テニス教室、ダンス教室、スカイスポーツ教室、スポーツクライミング教室）

スポーツ課
ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）
（運動導入教室開催事業、種目別スポーツ教室開催事業）

ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）

（運動導入教室開催事業、種目別スポーツ教室開催事業）（県障がい者スポーツ協会）

健康教育課
ふくしまっ子体力向上総合プロジェクト事業
（元気キッズサポーター、体育アドバイザーの派遣・支援）

健康教育課 児童生徒の体力向上支援事業（武道・ダンス授業に地域スポーツ人材派遣）

こども・青少年政策課 チャレンジふくしま豊かな遊び創造事業 　

こども・青少年政策課 子どものからだとこころを育む事業 　

社会教育課 ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業 　

スポーツを通した人づくり事業（県スポーツ振興基金）

うつくしまスポーツキッズ活動支援事業（県体育協会)
ふくしまスポーツキッズ活動支援事業(県スポーツ振興基金）

健康教育課 児童生徒の体力向上支援事業（武道・ダンス授業に地域スポーツ人材派遣）

中学校運動部活動指定事業（県体育協会）

健康教育課
ふくしまっ子体力向上総合プロジェクト事業
（自分手帳の活用と生活改善、食習慣、肥満等の健康教育に係る専門家の派遣・支援）

スポーツ医事・トレーニング相談事業（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

①子どもの体力の向上

②運動部活動の活性化

③健康教育の推進

平成２９年度　「福島県スポーツ推進基本計画」施策体系

推 進 施 策

１　スポーツ推進体制の整備

（１）地域スポーツ環境の整備

①総合型地域スポーツクラブの育成支援

②健康・体力づくりに向けたスポーツ活動の推進

（２）学校・家庭・地域の連携促進



担 当 課 事 業 名 他 団 体 関 連 事 業推 進 施 策

スポーツ課 ふくしまスポーツVプロジェクト ふくしまスポーツVプロジェクト（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまチャレンジアスリート育成支援事業 ふくしまチャレンジアスリート育成支援事業、女子アスリート育成支援事業（県体育協会）

スポーツ課 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業（県体育協会）

スポーツ課 双葉地区教育構想推進事業 双葉地区教育構想推進事業（県体育協会）

スポーツ課

ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）
（運動導入教室開催事業、種目別スポーツ教室開催事業、各障がい者スポーツ大会支援事業、【新
規】パラアスリート支援事業、【新規】障がい者スポーツ指導者育成支援事業、【新規】団体競技
強化支援事業）

ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）

（運動導入教室開催事業、種目別スポーツ教室開催事業、各障がい者スポーツ大会支
援事業、パラアスリート支援事業、障がい者スポーツ指導者育成支援事業、団体競技
強化支援事業）（県障がい者スポーツ協会）

スポーツ課 【新規】全国障害者スポーツ大会選手団派遣事業 全国障害者スポーツ大会選手団派遣事業（県障がい者スポーツ協会）

うつくしまスポーツキッズ発掘事業（県体育協会）

全国強豪交流事業（県体育協会）

中学校運動部活動指定事業（県体育協会）

強化対策会議（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業 ふくしまから世界へ！「トップコーチ養成事業」（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまスポーツVプロジェクト ふくしまスポーツVプロジェクト（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまチャレンジアスリート育成支援事業 ふくしまチャレンジアスリート育成支援事業、女子アスリート育成支援事業（県体育協会）

スポーツ課 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業（県体育協会）

スポーツ課
ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）
（国際障がい者アスリート・指導員育成支援事業、パラアスリート支援事業）

ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）

（国際障がい者アスリート・指導員育成支援事業、パラアスリート支援事業）
（県障がい者スポーツ協会）

うつくしまスポーツキッズ発掘事業（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業（県体育協会）

企業訪問（県体育協会）

オリンピック等活動支援事業（県体育協会）

スポーツ課 【新規】ふくしまラグビー交流事業 タグラグビー出前講座、地区別講習会（県体育協会）

スポーツ課 【新規】ふくしまゴルフプロジェクト ジュニアゴルフ塾事業、スナッグゴルフ教室、高等学校出前講座（県体育協会）

スポーツ課 双葉地区教育構想推進事業 双葉地区教育構想推進事業（県体育協会）

スポーツ課 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業（県体育協会）

スポーツ課
未来へチャレンジ！ふくしまスポーツ塾（福島の輝く未来へ！スポーツわくわくプロジェクト）
(テニス教室、ダンス教室、スカイスポーツ教室、スポーツクライミング教室)

スポーツ課 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業（県体育協会）

スポーツ課
ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）
（運動導入教室開催事業・種目別スポーツ教室開催事業）

ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）

（運動導入教室開催事業・種目別スポーツ教室開催事業）（県障がい者スポーツ協会）

うつくしまスポーツキッズ発掘事業（県体育協会）

こどもチャレンジ体力検査事業（県体育協会）

中学校運動部活動指定事業（県体育協会）

全国強豪交流事業（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業マルチサポート事業（県体育協会）

オリンピック等活動支援事業（県体育協会）

アンチ・ドーピング教育・啓発事業、スポーツ医事・トレーニング相談事業（県体育協会）

⑤スポーツ医・科学サポート体制の充実

（３）競技力向上体制の整備

①一貫指導体制の整備

②競技者育成プログラムの作成・活用

③優秀な競技者の定着に向けた取組

④才能を生かし、伸ばす環境の整備



担 当 課 事 業 名 他 団 体 関 連 事 業推 進 施 策

①クラブマネジャーの養成・資質の向上
クラブマネジャー養成セミナー、フォローアップセミナー（県体育協会・広域）
広域スポーツセンター事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ・レクリエーション指導者養成事業（県スポーツ振興基金）

福島県スポレク・アカデミー２０１７（県レクリエーション協会）

福島県スポーツ指導者研修会（県体育協会）
スポーツ・レクリエーション指導者養成事業（県スポーツ指導者協議会）

スポーツ少年団指導者養成・研修事業（県体育協会・県スポーツ少年団）

スポーツ課
障がい者スポーツ振興事業（指導者育成）
（初級指導者養成講習会開催事業・障がい者スポーツ指導員育成事業）

　

スポーツ課
ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）
（障がい者スポーツ振興事業、障がい者スポーツ指導者育成支援事業）

ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）

（障がい者スポーツ振興事業、障がい者スポーツ指導者育成支援事業）
（県障がい者スポーツ協会）

高齢福祉課 老人クラブ活動等社会活動促進事業（市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり等事業）

高齢福祉課 【新規】健康長寿に向けた介護予防推進事業（健康長寿のためのニュースポーツ普及事業）

県スポーツ推進委員協議会研修会（県スポーツ推進委員協議会）

スポーツ・レクリエーション指導者養成事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 【新規】ふくしまラグビー交流事業 タグラグビーティーチャー育成事業（県体育協会）

健康教育課 児童生徒の体力向上支援事業（ダンス・表現指導者研修会）

健康教育課 児童生徒の体力向上支援事業（学校フォークダンス指導者養成研修会）

健康教育課 小・中・高等学校体育担当者連絡協議会 生涯スポーツキャンペーン事業「実技講習会」（県体育協会）

あそんで体力アップアップ事業「指導者養成講習会」（県体育協会）

スポーツ課 【新規】ふくしまゴルフプロジェクト 指導者養成事業（総合型地域スポーツクラブ）

エリアネットワーク事業（県体育協会・広域）
広域スポーツセンター事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ少年団指導者養成・研修事業（県体育協会）

県スポーツ推進委員協議会研修会（県スポ―ツ推進委員協議会）

スポーツ・レクリエーション指導者養成事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業（県体育協会）

スポーツ課 【新規】ふくしまラグビー交流事業 タグラグビー出前講座事業、地区別講習会（県体育協会）

スポーツ課 【新規】ふくしまゴルフプロジェクト ジュニアゴルフ塾事業（県体育協会）

健康教育課 児童生徒の体力向上支援事業（武道・ダンス授業に地域スポーツ人材派遣）

高齢福祉課 老人クラブ活動等社会活動促進事業（市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり等事業）

あそんで体力アップアップ事業「幼児体操教室」（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業 ふくしまから世界へ！「トップコーチ養成事業」（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまスポーツVプロジェクト ふくしまスポーツVプロジェクト（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまチャレンジアスリート育成支援事業 ふくしまチャレンジアスリート育成支援事業、女子アスリート育成支援事業（県体育協会）

スポーツ・レクリエーション指導者養成事業（県スポーツ振興基金）

レクリエーション・インストラクター研修会（県レクリエーション協会）

スポーツ課 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業 ふくしまから世界へ！「トップコーチ養成事業」（県体育協会）

県体協認定アスレティックトレーナースキルアップ講習会（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

県体協認定スポーツ栄養士養成講習会（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 スポーツ関係者の表彰 顕彰事業の実施（県体育協会）

競技力向上委員会（県体育協会・県スポーツ少年団）

企業訪問（県体育協会）

②地域指導者の資質の向上

③地域のスポーツ団体による学校への協力・支援体制づくり

（３）競技力を支える若手指導者の養成・確保・活用

①若手指導者の養成

②指導者の確保・活用

③指導者確保の調査・研究

２　指導者の養成・確保・活用

（１）地域のスポーツ活動を支え、継承する人材の養成・確保・活用

②有資格指導者の養成・確保・活用

③高齢者や障がい者スポーツ指導者の養成

（２）学校と地域をつなぐ人材の育成・確保・活用

①教職員の指導力の向上



担 当 課 事 業 名 他 団 体 関 連 事 業推 進 施 策

スポーツ課 ２０２０東京オリンピック・パラリンピック関連復興推進事業（競技・キャンプ地誘致等）

スポーツ課 福島県総合体育大会・福島県県民スポーツ大会開催事業

スポーツ課 スポーツ関係大会、イベント等の共催・後援 スポーツ関係大会、イベント等の共催・後援（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまレクリエーションフェスタ２０１７
ふくしまレクリエーションフェスタ２０１７（県レクリエーション協会）
ふくしまレクリエーションフェスタ事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課
未来へチャレンジ！ふくしまスポーツ塾（福島の輝く未来へ！スポーツわくわくプロジェクト）
（テニス教室、ダンス教室、スカイスポーツ教室、スポーツクライミング教室）

スポーツ課 全国障害者スポーツ大会選手団派遣事業 全国障害者スポーツ大会選手団派遣事業（県障がい者スポーツ協会）

スポーツ課 障がい者スポーツ振興事業（福島県障がい者総合体育大会の開催） 障がい者スポーツ振興事業（福島県障がい者総合体育大会の開催）（県障がい者スポーツ協会）

スポーツ課 ２０１７ジャパンパラ陸上競技大会

スポーツ課 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業トップアスリート陸上教室（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業ふれあい教室（県体育協会）

文化振興課 チャレンジふくしま県民運動推進事業

地域政策課 【新規】県内サッカー裾野拡大推進事業（ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業）

地域政策課 【新規】JFAアカデミー福島連携事業（ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業）

地域政策課 【新規】Jヴィレッジ杯事業（ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業）

男女共生課 「人権への気づき」推進事業（福島ホープス「人権スペシャルマッチ」開催）

うつくしまスポーツキッズ発掘事業体験プログラム（県体育協会）

こどもチャレンジ体力検査事業（県体育協会）
スポーツを通した人づくり事業、地域づくり事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 【新規】ふくしまラグビー交流事業（トライ！ふくしま！　～丸ごと１日 ラグビーカーニバル～）

地域政策課 サポーティングマッチ開催事業（地域密着型プロスポーツ応援事業）

スポーツ課 ２０２０東京オリンピック・パラリンピック関連復興推進事業（福島スポーツボランティア育成事業）

地域政策課 サポーティングマッチ開催事業（地域密着型プロスポーツ応援事業）

スポーツボランティア育成事業（うつくしまスポーツルーターズ）
スポーツボランティア事業（県スポーツ振興基金）

①「ふくしまの顔」となるシンボルスポーツ等の創出 地域政策課 サポーティングマッチ開催事業（地域密着型プロスポーツ応援事業）

地域政策課 サポーティングマッチ開催事業（地域密着型プロスポーツ応援事業）

ふくしまスポーツラリー２０１７（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

③スポーツチームのプロ昇格に関する取組

地域政策課 子どもの夢育成事業（地域密着型プロスポーツ応援事業）

地域政策課 【新規】県内サッカー裾野拡大推進事業（ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業）

生涯スポーツキャンペーン事業「親子体操教室」（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

あそんで体力アップアップ事業「幼児体操教室」（県体育協会）

スポーツを通した人づくり事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課
未来へチャレンジ！ふくしまスポーツ塾（福島の輝く未来へ！スポーツわくわくプロジェクト）
（会津若松市、南相馬市、福島市、郡山市）

スポーツ課 ふくしまレクリエーションフェスタ２０１７
ふくしまレクリエーションフェスタ２０１７（県レクリエーション協会）
ふくしまレクリエーションフェスタ事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業ふれあい教室（県体育協会）

地域政策課 【新規】ふくしまサッカーチャレンジ塾事業（ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業）

スポーツを通した地域づくり事業（県スポーツ振興基金）

②応援する文化の育成

（３）スポーツ教室等の開催

①親子で楽しめるスポーツ教室等の開催

②職域や地域におけるスポーツ教室の開催

３　スポーツムーブメントの展開

（１）スポーツイベント等の誘致・開催

①スポーツイベント等の開催

③スポーツボランティアの育成・活用

（２）シンボルスポーツ・シンボルスポーツチーム等の創出

②観戦機会の拡充



担 当 課 事 業 名 他 団 体 関 連 事 業推 進 施 策

スポーツ課
未来へチャレンジ！ふくしまスポーツ塾（福島の輝く未来へ！スポーツわくわくプロジェクト）
（車椅子テニス教室（あいづドーム））

スポーツ課 【新規】障がい者スポーツ振興事業（障がい者団体スポーツ活動支援事業）
障がい者スポーツ振興事業（障がい者団体スポーツ活動支援事業）
（県障がい者スポーツ協会）

スポーツ課
ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）
（種目別スポーツ教室開催事業）

ふくしまから世界へ！「ふくしまJアスリート」強化支援事業（パラリンピック選手等育成強化事業）

（種目別スポーツ教室開催事業）（県障がい者スポーツ協会）

高齢福祉課 老人クラブ活動等社会活動促進事業（市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり等事業）

高齢福祉課 【新規】健康長寿に向けた介護予防推進事業（健康長寿のためのニュースポーツ普及事業） 　

スポーツを通した人づくり事業（県スポーツ振興基金）

各種団体連携事業、エリアネットワーク事業（県体育協会・広域）

スポーツ課 荻野漕艇場管理委託

スポーツ課 未来へチャレンジ！ふくしまスポーツ塾（福島の輝く未来へ！スポーツわくわくプロジェクト）
（スカイスポーツ教室（ふくしまスカイパーク）、スポーツクライミング教室（福島市、郡山市））

スポーツ課 【新規】ふくしまゴルフプロジェクト ふくしまゴルフプロジェクト（県体育協会）

道路整備課 交付金事業（地域活性化・道路）自転車道の整備

スポーツ課 【新規】ふくしまラグビー交流事業（トライ！ふくしま！　～丸ごと１日 ラグビーカーニバル～）

スポーツ課 福島県総合体育大会・福島県県民スポーツ大会開催事業 　

スポーツ課 ふくしまレクリエーションフェスタ２０１７
ふくしまレクリエーションフェスタ２０１７（県レクリエーション協会）
ふくしまレクリエーションフェスタ事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 福島県総合体育大会スポーツ少年団体育大会 スポーツ少年団リーダー養成・研修事業（県体育協会・県スポーツ少年団）

スポーツ課 ２０２０東京オリンピック・パラリンピック関連復興推進事業（福島スポーツボランティア育成事業）

地域政策課 【新規】県内サッカー裾野拡大推進事業（ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業）

地域政策課 【新規】Jヴィレッジ杯事業（ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業）

うつくしまスポーツキッズ発掘事業（県体育協会）

スポーツボランティア育成事業（うつくしまスポーツルーターズ）
スポーツボランティア事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ医事・トレーニング相談事業（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

スポーツを通した人づくり事業、スポーツを通した地域づくり事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 東北総合体育大会・国民体育大会への派遣

スポーツ課 全国障害者スポーツ大会選手団派遣事業

まちづくり推進課 元気ふくしま地域づくり交流促進事業

地域政策課 【新規】Jヴィレッジ杯事業（ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業）

スポーツボランティア育成事業（うつくしまスポーツルーターズ）
スポーツボランティア事業（県スポーツ振興基金）

全国強豪交流事業（県体育協会）

日独スポーツ少年団同時交流事業（県体育協会）

オリンピック等活動支援事業（県体育協会）

スポーツ課
未来へチャレンジ！ふくしまスポーツ塾（福島の輝く未来！スポーツわくわくプロジェクト）
（エアレースパイロット室屋義秀氏との連携）

スポーツ課 【新規】ふくしまゴルフプロジェクト（ＬＰＧＡとの連携） ふくしまゴルフプロジェクト（県体育協会）

地域政策課 子どもの夢育成事業（地域密着型プロスポーツ応援事業）

地域政策課 【新規】県内サッカー裾野拡大推進事業（ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業）

（福島ファイヤーボンズとの連携） うつくしまスポーツキッズ発掘事業（県体育協会）

（プロスポーツチームとの連携） スポーツボランティア育成事業（うつくしまスポーツルーターズ）

４　スポーツ交流の推進

　

（１）多様な地域とのスポーツ交流の推進

①県内におけるスポーツ交流の推進

②広域的なスポーツ交流の推進

（２）スポーツ国際交流の推進

（３）プロスポーツ等との交流の推進

③高齢者や障がい者のスポーツ教室の開催

（４）豊かな自然や地域の特性を活かしたスポーツの推進



担 当 課 事 業 名 他 団 体 関 連 事 業推 進 施 策

５　スポーツ施設の整備・活用

スポーツ課 荻野漕艇場管理委託

スポーツ課 クライミングウォール指定管理者委託

スポーツ課 ふくしまスポーツＶプロジェクト競技拠点スポーツ環境用具整備事業

スポーツ課 公共社会体育・スポーツ施設調査

自転車競技場の運営（泉崎国際サイクルスタジアム指定管理者委託）（県体育協会）　

スポーツ課 公共社会体育・スポーツ施設調査

スポーツ課 市町村スポーツ活動状況調査

まちづくり推進課 都市公園整備事業（あづま総合運動公園）

スポーツ課 市町村スポーツ活動状況調査

健康教育課 学校体育・スポーツ施設開放状況調査

スポーツ課 福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査 福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査（県環境創造センター）

スポーツ課 各種助成事業の情報提供

スポーツ課 市町村スポーツ活動状況調査

スポーツ課 体力・運動能力調査

健康教育課 小・中・高等学校体育に関する調査集計

生涯スポーツキャンペーン等事業（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ情報提供事業（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

アンチドーピング教育・啓発事業（県体育協会）
スポーツ相談・啓発・情報提供事業（県スポーツ振興基金）

スポーツ課 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業（県体育協会）

スポーツ課
２０２０東京オリンピック・パラリンピック関連復興推進事業（福島スポーツボランティア育成事業）
（福島県スポーツボランティア活動企業等感謝状贈呈事業）

賛助会員報告・広報事業（県体育協会）

スポーツ課 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業 「陸上王国福島」ジャンプアップ事業（県体育協会）

スポーツ課 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業ふれあい教室 ふくしまから世界へ！「ふくしまＪアスリート」強化支援事業ふれあい教室（県体育協会）

全国強豪交流事業（県体育協会）

中学校運動部指定事業（県体育協会）

青少年交流事業（県体育協会）

あそんで体力アップアップ事業(県体育協会)

スポーツ課 ２０１７ジャパンパラ陸上競技大会（福島市） 　

全国高校総体推進室 南東北総体２０１７（南東北３県開催）

全日本小学生ゴルフトーナメント（棚倉町）

第５６回全日本教職員バドミントン選手権大会（郡山市）

バドミントンＳ／Ｊリーグ２０１７福島大会（福島市）

第３３回全国高等学校新体操選抜大会（福島市）

８　東日本大震災・原子力災害に伴う対応

（１）スポーツ団体の活動支援

（２）全国大会や国際大会の誘致、開催

６　スポーツの情報提供

（２）アンチ・ドーピングの啓発活動の推進

７　企業・大学と地域スポーツの好循環

（１）各種スポーツ・健康情報提供の充実

（１）企業スポーツとスポーツ団体との連携

（２）大学と地域スポーツとの連携

（１）スポーツ施設の機能強化及び有効活用

①スポーツ施設の機能強化

②公共スポーツ施設の有効活用

（２）学校体育施設の開放促進


