
スポーツ施設の新設及び改修、又は既存施設の備品交換（購入）等を計画している市町
村に対し、競技団体等から選定したアドバイザーを派遣し、より質の高い競技環境にす
る為の助言を行う。

沖
縄
県

沖縄県体育協会

補助

市町村

募集 依頼

競
技
団
体
等

選定

派遣
アドバイザー

沖縄県体育協会が、謝金・旅費を負担
（支給基準）
謝金（1回あたり）
県内アドバイザー 12,000円
県外アドバイザー 18,000円

旅費
実費支給

（派遣プロセス）
①市町村へ募集周知（文書等で通知）
②市町村からの申請書提出
③市町村の要望や施設の特性等を考慮し
アドバイザーを選定

④アドバイザー派遣
⑤市町村からの報告

H29 公共スポーツ施設設備改善アドバイザー派遣業務 実施一覧

依頼内容
対象施設
（備品）

アドバイス内容 氏名 所属 派遣

派遣1
H29.6.13

ウエイトトレーニング機器選定について
の助言

ラグビー合宿等の誘致受け入れを見据えた機器選定方法の助言 大城　英稔 スポーツおきなわ 派遣1,2

派遣2
H29.10.11

NZラグビーの要望に耐えうる、ウエイトト
レーニング機器選定についての助言

NZラグビーからの要望書内容を精査したうえで、ウエイトトレーニン
　グ機器選定について助言

玉木　一史
フィットネス＆スポーツクラブ

フォース
派遣2

派遣1
H29.8.31

大石　益代 国立スポーツ科学センター 派遣1

大城　英稔 スポーツおきなわ 派遣1,2

下地　隆之 バリアフリーネットワーク会議 派遣1,2

佐藤　仁司 日本プロサッカーJリーグ 派遣2

佐野　忍
Jリーグ天然芝ピッチアドバイザー
ラグビーワールドカップ2019ターフ

検討会委員
派遣2

宮城　淳也 沖縄県サッカー協会 派遣2

金城　充 沖縄県サッカー協会 派遣1,2

清水　潤 国立スポーツ科学センター

山本　悠介 国立スポーツ科学センター

1 読谷村

施設設置場所未
定（民間ホテル

敷地内の屋内練
習場へ仮置き予

定）

2

No 市町村 実施日
市町村

糸満市
ウエイトトレーニング機器選定及びトレー
ニング室付帯工事についての助言

西崎総合体育館
トレーニング室

派遣アドバイザー

・競技場等の芝管理についての助言
・芝ピッチ模擬測定
・県内芝ピッチ比較一覧表の作成

派遣2
H29.11.15

・陸上競技動作解析ソフト「キノビア」の操作方法に関する座学
・陸上競技動作解析ソフト「キノビア」の操作方法に関する実践

派遣2
H29.10.5

4 沖縄市 H29.10.31
陸上競技動作解析ソフト「キノビア」の操

作方法に関する助言
沖縄市陸上競技

場

・アスリートと一般利用者双方へ対応可能な機器選定への助言
・パラアスリート及び障がい者向け機器選定への助言
・床等付帯工事についての助言
・上記内容に係る特記仕様書作成に向けての助言

3
糸満市他

派遣1
H29.9.28

競技場等の芝管理に係る、具体的な数
値目標の設定に対する助言

西崎陸上競技場
金武町フットボー

ルセンター

前年度派遣施設等への事後調査

依頼内容
対象施設
（備品）

アドバイス内容

1 豊見城市 H29.4.3

・テニスコート備品及び付帯設備につい
て、テニスと車いすテニス両方の視点か
ら助言
・合宿誘致受け入れを想定した助言

豊崎海浜公園
庭球場

・競技者視点で視た、施設整備に対する具体的な改善方法の助言
・トイレ等、付帯設備に対するバリアフリーに関する助言
・合宿誘致受け入れに向けた具体的な助言

・競技備品に関して、助言通りに購入済
・付帯設備であるトイレに関して、助言通り、車い
すの方が利用しやすいように改修済

No 市町村 実施日
前年度の派遣概要

今年度の状況

平成29年度公共スポーツ施設設備改善アドバイザー派遣業務
説明図及び実施内容一覧



平成29年度国内・海外ＮＦ合宿
受入状況一覧

　 ※沖縄県体育協会事業実施団体等

4月2日（2017） - 4月10日（2017）

12月12日（2017） - 12月22日（2017）

4月10日（2017） - 4月16日（2017）

4月13日（2017） - 4月17日（2017）

3 香港代表女子ハンドボール

八重瀬町
浦添市
うるま市
那覇市

東風平運動公園体育館
浦添市民体育館

具志川総合体育館
具志頭社会体育館他

4月15日（2017） - 4月20日（2017）

4 全日本男子15人制ラグビー 4月16日（2017） - 4月20日（2017）

5 全日本男子7人制ラグビー 5月1日（2017） - 5月6日（2017）

6 ソロモン諸島代表水泳 八重瀬町 八重瀬町営プール 5月18日（2017） - 5月31日（2017）

7 バスケットボールU-19日本・チェコ代表 沖縄市 沖縄市体育館 6月2日（2017） - 6月4日（2017）

8 ウィルチェアーラグビー日本代表 豊見城市 豊見城市民体育館 7月8日（2017） - 7月16日（2017）

9 全日本卓球男子
宜野湾市
沖縄市

宜野湾市民体育館
沖縄市体育館

9月7日（2017） - 9月10日（2017）

10 モンゴル男子サッカー代表 金武町 金武町フットボールセンター 10月15日（2017） - 10月23日（2017）

10月2日（2017） - 10月11日（2017）

11月14日（2017） - 11月24日（2017）

1月8日（2018） - 1月15日（2018）

11月11日（2017） - 11月27日（2017）

12月6日(2017) - 12月23日(2017)

2月7日(2018) - 2月27日(2018)

13 セーリング（47０級）NZ代表 12月6日（2017） - 12月18日（2017）

14 セーリング（470級）クロアチア代表 12月18日（2018） - 12月23日（2017）

- 12月20日（2017）

- 12月29日（2017）

16
女子ソフトボール日本代表

（全カテゴリー合同）
読谷村 読谷平和の森球場 12月5日（2017） - 12月21日（2017）

12月14日（2017） - 12月18日（2017）

1月12日（2018） - 1月20日（2018）

18 全日本女子ウエイトリフティング 国頭村 くいなエコ・スポレク公園 12月19日（2017） - 12月28日（2017）

19
日本パラ陸上強化指定選手
（立位単距離・跳躍ブロック）

読谷村 読谷村陸上競技場 12月23日（2017） - 12月29日（2017）

20 全日本男子ウエイトリフティング 国頭村 くいなエコ・スポレク公園 1月8日（2018） - 1月20日（2018）

21 ボウリング日本代表 北谷町 エナジックボウル美浜 1月9日（2018） - 1月15日（2018）

22 自転車ナショナルエリートチーム 1月10日（2018） - 1月20日（2018）

23 自転車ナショナル女子チーム 1月22日（2018） - 1月29日（2018）

24
日本パラ陸上強化指定選手

（車いすブロック）
宜野湾市 宜野湾市立グラウンド 2月10日（2018） - 2月12日（2018）

25 バドミントン日本代表（B代表） 糸満市
西崎総合体育館

美々ビーチ
3月1日（2018） - 3月8日（2018）

26 体操(トランポリン)日本代表 那覇市 那覇市民体育館 3月12日（2018） - 3月21日（2018）

27 車いすバスケU-23日本代表 豊見城市 豊見城市民体育館 3月20日（2018） - 3月24日（2018）

恩納村 北部広域

15
セーリング（ＲＳ：Ｘ級）

日本・韓国・香港・イギリス代表
北谷町 北谷サンセットビーチ近海 12月4日（2017）

17 自転車ナショナルジュニアチーム 恩納村 北部広域

残波岬ボールパーク

11 全日本女子7人制ラグビー 読谷村 残波岬ボールパーク

12 セーリング（470級）日本代表

座間味村 座間味村近海

N
F
各
種
競
技

1 車いすテニス日本代表 豊見城市 豊崎海浜公園庭球場

2 ビーチサッカー日本・ドイツ代表
西原町
那覇市

西原きらきらビーチ

読谷村

平成29年度NF合宿受入状況一覧（平成30年3月31日）

種目 No. チーム名 市町村名 施設名
キ ャ ン プ 期 間　(予定含む)

IN - OUT


