
2019年度一事業言葉(基本方針)′事実実施柵冒纏綿蛍都会 

口重登呂ilti書書方をトー{2019年度) 

-擁i1-番○壷 � 

㊥｢競技雷が簾疲労登最大限に発電できるようベストの環境づくりと競技遭蛍を目指す.ー｣ ｢蓉緩着置競技銀賞,観衆が一体化した競技運富と朗確な割定とミスのない連携体制とる｣ ��

○競技穣珊こ基づき各競技会の運富を円滑に推進する○ 叢技者が安心して競技に事棚できる環境づくりo ��

◇事績l糧 � 

(1)審判技衛の更なる向上による信頼性の捷保 ��
2舵0年東京オリンピックに向けたルールの国際化に対応できる競技税別の更なる習 

得と実鼓の向上により､信類される競技運営を目指す｡審判員のスムーズな年代交代 
ができるよう各部署でのルールの理解と審判技術の向上を図る○ 

日本陸運主催大会溝､陸運競技運営委員会との連携により他県HQを交えて本県審 
判富のレベル向上を目指すー 

㈲若手競技役具(審判具)の礁保及び育成 囲東学遵奉蕃判有資格者新B蔽取'者等)を鵜り強く県陸揚主催主 ��
若手審判員(､得､ 管大会に委嘱するとともに､若手審判員などが定着するような運営環境を醸成するe 

㈲女性競技役置く審判員)の積極的な確保及び育成 ��
女性競技者により良い銃殺環境構築のため､女他競技役員の確保は必須｡女性部と 

も連携し､撹按役員委窮の放充に努める○また､女性審判員の育成を図る観点から､ 
出癒しやすい強力純な運営事案麓を醸成するA 

㈹基軸重量20日龍の後塵o ��

㈲委細審判具の見直しと委嘱審判員出席率向上 ��
(出席して頂ける役目にお願い) 

◇電離一書/a.後続/格1g虚凄i露 02018年度の反省を豊に以下の項目を行う � 

(ー)大会要項の見直し､書手化申込の定着を図る. ��
･麗授方法､競技内容､琵寂実施骨の再考を行う○ 
･電子化等申込の申込内容猪度向上を推進する○ 
.事項筆箱蛍の目で確憩をしーミスのない要項づくりにする( 

(2)新競技会システムの詩人 
･薪麗痘会システムの導入し寵韮運営レベルの向上を図る. 

(⑭番組編成会糠は､注意事項､競技日程､招集時刻等競技者の競技環捌こ配慮し競技運営に ��
スムーズに行くよう槙討する○ 
･番組海戌は公明正大に行い､ミス､.訂正の無い完成度の高いプログラム作りを目 

指す｡ 
･.番組編成後｢注意事項､続投日程｣を速やかにホームページで周知する○ 

㈱円滑な競技運営 ��
･基本的なミスやトラブルを未然に防ぐ細心の注意を払う○ 
･事前の関連部署間連携を含めた十分な確認作業の実施o 
･アクシデント発生時の関連部署間の迅速な連携処置の実施○ 
･競鼓会全般を把握し､問題発生時の迅速かつ適切な対応をする｡ 
･明確な判定､亜確なl}ザルトの作成e 
･ビデオ判定の活用 

侮)その他 ��
･主催者との事前確認等連携を強化し､田海な競鼓会運営を目指す○ 
･各競鼓会の反省点､改善点の集約をし､次回に生かせるよう委員会を定期的に 

開催するo 
･各部署の反省を当醸部署にとどまらず全体的にとらえ､各部署の連携､穂助しな 

がら改善策を追求する○ 
･競技者/審判員の事故防止.安全確保に万全を期す 
･一年間を通じ､随時､ランキング表のより正確な作成に取り組む｡ 
･いろいろな分野で無駄をなくす努力をする｡ 

諸費用の節約に努めるo 

○競接運営委員会の業務(仕事内容)の精選と協働を推進｡ � 
･謀殺運営委員会新体軸内で役割分担を明確にし､委員会内の掻徴を図り､委員会メン 

バーのレベル向上を目指す○ 

･県陸揚ホームページで読毅者にとって競按運営南で必要事項を､迅速にUPで出来るよ 

う取組むo 
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糖報処理部◇主催/運営協力大会のデータ整備等競技会準備 


