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平成２８年
１１月１５日(火)

○由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション設立総会

１１月２５日(金)

○「フットサルを通じた地域活性化連携協定」の締結

・由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション規約（案）について
・由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション役員について
・由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション事業計画（案）について

子供からシニアまで気軽に取り組めるスポーツ・フットサルの普及拡大
を図るとともに、トップリーグであるＦリーグのゲーム開催、青少年等へ
の技術指導等を実施することにより、フットサルで活気あふれる地域づく
りと青少年の健全育成、市民の健康づくり、競技者の技術力向上を推進す
ることを目的として、（一財）日本フットサル連盟・(株)ヴォスクオーレ
仙台と三者協定を締結。

１２月５日(月)
○県内外の学校・競技団体等へのパンフレットによるＰＲ・誘致活動
～平成29年3月29日 平成２８年１２月以降、県内や隣県の高校や大学、首都圏の大学、競技
団等へ、由利本荘アリーナ及び市スポーツ・ヘルスコミッションのパンフ
レットを持参し、内容を説明のうえ市内施設のＰＲと合宿誘致活動を実
施。
【 県 内 】高校 ５１校、大学 ４校、高専 １校
【 県 外 】高校 １４校、大学 ４校
【競技団体等】１６団体

平成２９年
３月５日(日)

○フットサルクリニックの開催
「フットサルを通じた地域活性化連携協定」に基づき、トップアスリー
トのハイレベルな技術を体感し、体力や技術の向上、仲間との連携や友
情、心身ともに健全な青少年の育成と地域の活性化を図るとともに、フッ
トサルの普及・拡大を目的として、「ヴォスクオーレ仙台」の選手・スタ
ッフを講師に招き開催。
４部構成で小学生～中学生まで約１００名が参加。

３月８日(水)
○「ヘルスケア＆スポーツ街づくりEXPO」スポーツ庁ブースへのパンフレット設置
～ １０日(金) 東京ビッグサイトで開催された日本経済新聞・日経ＢＰ社主催「ヘルス
ケア＆スポーツ街づくりＥＸＰＯ」（来場者数：３日間で累計約３万人）
のスポーツ庁ブースへ由利本荘アリーナ及び市スポーツ・ヘルスコミッシ
ョンのパンフレットを各１００部設置。

３月２９日(水)

○スポーツ健康産業団体連合会主催のシンポジウムに参加
スポーツツーリズムの第一人者であり、本コミッションのアドバイザー
をお願いしている原田宗彦早稲田大学教授の講演とスポーツ庁、文化庁、
観光庁職員によるパネルディスカッションを聴講。

平 成 ２ ９ 年 度

事 業 計 画 （案）

１．大会・合宿等誘致活動の推進
市外の学校やスポーツ団体等に対し由利本荘アリーナ及び市内スポーツ施設の周知を進
め、認知度向上に努めるとともに、各団体が連携し受入体制の強化を図る。

２．スポーツ合宿等補助金の利用促進
スポーツ合宿等補助金の利用促進により、スポーツ合宿者数の増大につなげ、市外から
の交流人口の拡大と、地域経済の活性化を図る。
・平成２９年度予算

１５０万円

・補助金の額

１泊 １,０００円（１回あたりの上限は１団体１５万円）

・宿泊の条件

①宿泊者５名以上で２泊以上
②市内のスポーツ施設を利用し、市内の宿泊施設に宿泊

３．関係団体との調整
平成３０年１０月オープン予定の「由利本荘アリーナ」での大規模大会やスポーツイベ
ント開催に向けた、誘致活動やスケジュールなど具体的な調整を進めていく。

４．フットサルクリニックの開催
フットサルのクリニックを通して、トップアスリートのハイレベルな技術を体感し、体
力向上及び技術向上を図るともに、スポーツを通じて仲間との連帯や友情を育て、心身と
もに健全な青少年の育成と地域の活性化を図ることを目的として、今年度は２回のクリニ
ック開催を予定。

５．Ｂリーグ「秋田ノーザンハピネッツ」プレシーズンゲームの開催
「由利本荘アリーナ」開館までのプレイベントとして、秋田ノーザンハピネッツのプレ
シーズンゲームを開催し、「由利本荘アリーナ」での公式戦開催へつなげる。

６．ホームページの開設
市内のスポーツ施設や宿泊施設、スポーツイベントや合宿補助金を紹介する「由利本荘
市スポーツ・ヘルスコミッション」のホームページを開設し、より広く情報発信をする。

７．運営推進会議の開催
会員相互の情報共有と活動の企画・調整等連携を図るため、各団体の実務担当者による
運営推進会議を開催する。

由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション規約
（名称）
第１条 本組織は、由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション（英文名称：Yurihonjo
City Sports and Health Commission、以下「コミッション」という。）と称する。
（目的）
第２条 コミッションは、本市が有するスポーツ施設・資源を活用したスポーツ大会や
イベント、スポーツ合宿等を誘致し、開催支援をすることで、スポーツを活用した地
域活性化や交流人口の拡大を図るとともに、インターバル速歩を中心とする「健康の
駅」に関する取り組みを推進し情報を発信することにより、市民の健康増進意識を高
め、「日本一健康なまちづくり」を目指すことを目的とする。
（事業）
第３条 コミッションは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（１）スポーツ大会、合宿等の誘致及び開催支援に関すること
（２）地域のスポーツ振興、健康増進に関すること
（３）スポーツツーリズム・ヘルスツーリズムに関すること
（４）その他コミッションの目的達成のために必要な事業に関すること
（会員）
第４条 コミッションは、スポーツ団体、商工・観光団体、農業団体、旅行関係業者、
医療機関、行政機関等（以下「会員」という。）をもって構成する。
２ 会員として希望のあった団体は、事務局の審査を経て加入することが出来る。
（役員）
第５条 コミッションに次の役員を置く。
（１）会 長
１名
（２）副会長
若干名
２ 会長は、由利本荘市長をもって充てる。
３ 会長は、会務を総理し、コミッションを代表する。
４ 副会長は、会員のうちから会長が指名する。
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務
を代理する。
（任期）
第６条 役員の任期は、選任後２年とし、再任を妨げない。
２ 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期
の満了するときまでとする。
（総会）
第７条 コミッションは年１回総会を開催し、会長が議長を務める。
２ 総会は、会員の過半数が出席しなければ開催することができない。
３ 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の有識者の出席を認めることができ
る。

（決議）
第８条 総会では、次の事項を決議する。
（１）事業計画及び事業報告に関すること
（２）コミッションの役員に関すること
（３）その他、コミッションの運営に関し必要な事項
２ 総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
（運営推進会議の設置）
第９条 コミッションの円滑な運営を図り、事業内容等について検討するため、運営推
進会議を設置する。
２ 運営推進会議は会員から推薦される者をもって構成する。
３ 運営推進会議に関し必要な事項は会長が別に定める。
（事業年度）
第１０条 コミッションの事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ
る。
（アドバイザー）
第１１条 コミッションに対して、アドバイザーを置くことができる。
２ アドバイザーは、会長が委嘱する。
３ アドバイザーは、規約第３条各号に掲げる事項に関し、専門的見地からの助言その
他必要な協力を行う。
４ アドバイザーは、会議に出席し意見を述べることができる。
（事務局）
第１２条 コミッションの事務局は、由利本荘市総合防災公園管理運営準備事務局内に
置く。
（その他）
第１３条 この規約に定めるもののほか、コミッションの運営に関し必要な事項は、会
長が別に定める。
附則
１ この規約は、平成２８年１１月１５日から施行する。
２ コミッションの設立当初の役員の任期は、第６条の規定にかかわらず、この規約の
施行の日から平成３０年３月３１日までとする。
３ コミッションの設立当初における事業年度は、第１０条の規定にかかわらず、この
規約の施行の日から平成２９年３月３１日までとする。

大会・合宿誘致等に係る取り組み状況
（平成29年4月25日現在）
【競技団体・イベンター等】
相 手 先
秋田プロバスケットボールクラブ(株)
秋田県バスケットボール協会
由利本荘市バスケットボール協会
秋田県バレーボール協会
本荘由利バレーボール協会
由利高等学校バレー部
秋田県卓球協会
本荘由利卓球協会
秋田県バドミントン協会
(一財)日本フットサル連盟
(一社)秋田県サッカー協会
由利本荘市サッカー協会
秋田県ハンドボール協会
本荘山の会
(公財)秋田県体育協会
由利本荘市体育協会
由利本荘市にかほ市陸上競技協会
本荘由利柔道有段者連盟
由利本荘市ソフトボール協会
由利本荘市弓道連盟
本荘由利中学校体育連盟
本荘由利ママさんバレーボール連盟
(公財)笹川スポーツ財団
(一社)アリーナスポーツ協議会
(一社)日本トップリーグ連携機構
(特定非営利活動法人)トップスポーツコンソーシアム秋田

(株)ジーアイピー（ＧＩＰ）
(株)ノースロードミュージック
(株)キョードー東北
(株)秋田魁新報社事業部
三種町教育委員会
NHK秋田放送局企画編成部
(株)秋田放送企画事業部
秋田テレビ(株)事業開発部
秋田朝日放送(株)事業部
秋田県高等学校体育連盟
JR東日本秋田バスケットボールクラブ
秋田銀行女子バスケットボール部
プレステージ・インターナショナル女子バスケットボールチーム

秋田銀行
北都銀行
(一社)バスケットボール女子日本リーグ
ルートインジャパン(株)ルートインホテルズ女子陸上部

(株)ニッセイ（日本青年館ホール）
(株)タカラトミーフィールドテック
(株)ムービック・プロモートサービス
秋田県マーチングバンド協会

【県内学校】
相 手 先
秋田大学
秋田県立大学
国際教養大学
ノースアジア大学
秋田工業高等専門学校
仁賀保高
羽後高校
湯沢翔北高校
湯沢高校
雄物川高校
増田高校
横手清陵学院高校
横手城南高校
横手高校
平成高校
角館高校
六郷高校
大曲工業高校
大曲高校
秋田修英高校
大曲農業高校
西仙北高校
本荘高校
由利高校
由利工業高校
西目高校
矢島高校
新屋高校
御所野学院高校
明桜高校
秋田高校
秋田工業高校
秋田北高校
秋田商業高校
秋田南高校
聖霊女子短期大学附属高校
秋田和洋女子高校
国学館高校
秋田中央高校
金足農業高校
秋田西高校
男鹿工業高校
男鹿海洋高校
五城目高校
能代高校
能代松陽高校
能代工業高校
能代西高校
秋田北鷹高校
花輪高校
十和田高校
小坂高校
大館鳳鳴高校
大館国際情報学院高校
大館桂桜高校
二ツ井高校
以上56校（県内の93％）
〔裏面に続く〕

大会・合宿誘致等に係る取り組み状況
（平成29年4月25日現在）
【県外学校】
相 手 先
遊佐高校
酒田西校
酒田光陵高校
酒田南高校
天真学園高校
酒田東高校
加茂水産高校
庄内総合高校
庄内農業高校
羽黒高校
鶴岡東高校
鶴岡南高校
鶴岡工業高校
鶴岡北高校
鶴岡中央高校
東北公益文科大学
日本体育大学
早稲田大学
仙台大学（名鉄観光サービス(株)秋田支店対応）

FAX
0184-24-5115

0184-24-5120

0184-23-4511

0184-23-7525

0184-28-0001

0184-28-0005

0184-23-3611

0184-23-3975

0184-22-1608

0184-22-1608

0184-24-3003

0184-24-3003

0184-22-1601

0184-24-3240

0184-22-0637

0184-22-0639

0184-55-2929

0184-55-2921

0184-56-2452

0184-56-2477

0184-56-2032

0184-56-2032

0184-55-3351

0184-55-3351

0184-56-2612

0184-56-2763

0184-53-3110

0184-53-3110

0184-62-1126

0184-62-1125

0184-67-2542

0184-67-2580

0184-69-3039

0184-69-3039

0184-33-4422

0184-33-3210

0184-58-2888

0184-58-2333

0184-58-2065

0184-58-2007

0184-58-2188

0184-58-2188

0184-57-2384

0184-57-2384

平成29年度 大会等開催予定一覧（県大会以上）
※由利本荘市スポーツカレンダーより

月
5

日

大会名

13-14 第38回北海道・東北地区大学男女ソフトボール選手権大会

由利本荘市ソフトボール場 他

13-14 第46回全国自治体職員サッカー選手権大会秋田県予選

水林競技場 他

14 秋田県中学校春季選抜サッカー大会

西目サッカー場 他

20 壮年県予選会（サッカー）

由利運動公園

21 鳥海眺望のみちウォーキング大会

鳥海高原南由利原旅行村野外ステージ 他

26-6/3 全県高校総体サッカー競技
27 AAB杯ツルハパークゴルフ健康大会in秋田
6

3-4 全県高校総体ソフトボール競技

8

由利本荘市総合体育館

2 第68回県民体育大会銃剣道競技

由利本荘市総合体育館
西目サッカー場

15-18 第66回秋田県中学校総体ソフトボール大会

由利本荘市ソフトボール場 他

18-21 第44回東北総合体育大会ソフトボール競技

由利本荘市ソフトボール場 他

19-20 第44回東北総合体育大会ライフル競技

秋田県立総合射撃場
由利本荘市総合体育館

26-27 小学生女子東北予選会（ソフトボール）

由利運動公園

26-27 第25回東日本選手権秋田大会（野球）

水林球場

9-11 ねんりんピック秋田2017（剣道）

由利本荘市総合体育館

9-12 ねんりんピック秋田2017（ソフトボール）

由利本荘市ソフトボール場 他

16-17 第22回パークゴルフ東北交流大会

八塩パークゴルフ場

22-24 全県高等学校新人大会（ソフトボール）

由利運動公園

23-24 第26回全国市町村交流レガッタ由利本荘大会

子吉川・アクアパル

4-5 第20回全県選抜600歳野球大会

14-15 秋田県中学校秋季サッカー大会

12

水林競技場 他

15-17 東北交流会（サッカー）

8 全国高校サッカー選手権秋田大会

11

由利本荘市ソフトボール場 他

11 秋田県ホープス卓球大会兼全国ホープス卓球大会秋田予選

30-10/3 秋田県高校軟式野球秋季大会
10

八塩パークゴルフ場

由利運動公園

20 第44回東北総合体育大会銃剣道競技

9

西目サッカー場 他

10 実年県予選・成年県民体育大会

15-21 第46回全国自治体職員サッカー選手権大会東北予選大会
7

開催場所

3-5 秋田県高校新人サッカー大会
3 第20回全県ジュニアバドミントン選手権大会

水林球場 他
鶴舞球場 他
西目サッカー場
西目サッカー場 他
西目サッカー場
由利本荘市総合体育館

1

6-7 第29回原田記念東北中学校選抜バレーボール大会

由利本荘市総合体育館

3

17-18 第19回ゆりカップ東北選抜小学生バレーボール大会

由利本荘市総合体育館

