
総合優勝（天皇杯獲得）する
ためには貴社の協力が必要です！

公益財団法人愛媛県体育協会・愛媛県社会人スポーツ推進協議会
TEL：089–911–1199　FAX：089–911–0234

　愛顔つなぐえひめ国体は、2017年（平成29年）９月30日㈯から10月10日㈫までの11日間、
愛媛県で64年振りに開催されます。
　開催まで２年に迫り、えひめ国体の成功に向けて取り組みが加速されております。
　特に、県民の皆さんが期待している天皇杯・皇后杯を獲得するためには、社会人を含
む成年種別の大幅な得点の上積みが必要不可欠であることから、これまで以上に官民一
体となって、国体有望選手の雇用促進の支援に取り組まなければなりません。
　ご承知のように、日本経済は、総体的には緩やかな回復基調が持続し、県内経済も、

一部で弱い動きがみられるものの、先行きは、原油安の影響等に
よって、緩やかに持ち直していくことが期待されています。この
ような経済情勢のもと、企業経営者の皆様に、選手の雇用・就職
支援についてご理解を賜り、格別のご配慮並びにご協力を賜りま
すようお願いいたします。

公益財団法人　　愛媛県体育協会会長 　大　亀　孝   裕　
愛媛県社会人スポーツ推進協議会会長 　今　井　琉璃男　

えひめ国体に向けた有望選手の雇用についてのお願い

平成29年えひめ国体開催
君は風　いしづちを駆け　瀬戸に舞え

会  期：平成29年９月30日㈯〜10月10日㈫



　平成27年７月31日から、愛媛県競技力向上対策本部長を務めさせていただい
ております、愛媛県副知事の仙波隆三と申します。
　県内企業の皆様方におかれましては、２年後に迫りました第72回国民体育大

会「愛
え
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つなぐえひめ国体」の開催に向けて、格別のお力添えを賜っており、深く感謝を申し上げます。
　現在、県では、えひめ国体での栄えある天皇杯獲得を目指し、愛媛県体育協会や愛媛県社会人スポー
ツ推進協議会をはじめ、各競技団体、市町等と連携のもと、「オール愛媛」で本県選手の競技力強化
に全力を挙げているところです。
　近年の国体の成績等から、これらの取り組みが着実に実を結び始めていると考えられるものの、依
然として上位県との差は大きく、とりわけ、成年種別については、大幅な得点増を図るため、有望選
手の確保・定着を進めることが急務となっており、残り２年で約160人を雇用する必要があります。
　どうか企業の皆様方におかれましては、こうした状況をふまえ、有望選手の雇用支援に一層の御理
解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

愛媛県競技力向上対策本部長  　
愛媛県副知事　仙波　隆三

あいさつ

国体協力支援企業の紹介（今後も順次紹介いたします。）

― 私たちは国体選手を応援します ―

　当社は、「健康と美」を追究し、喜びと感動と安心を提供し、地域社会に貢献したいという経営理念を
掲げております。その理念とスポーツを通じて地域の振興や活動支援の他、平成25年から毎年、女子バレー
ボールチーム「CLUB EHIME」の選手である正社員を採用させていただいております。
　彼女たちは、他の従業員と同じように勤務しながら、朝晩厳しい練習に励んでおり、精神的にも肉体的
にも充実した日々を過ごす事で先輩や同僚達にも非常に良い刺激になっています。昨年度は四国クラブバ
レーボール選手権大会で優勝、天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会四国ブロックラウンドで優
勝、その他多数の大会で優秀な成績を挙げております。
　今後も、継続的に地域の人々の健康増進にも注力し、スポーツ文化の発展に寄与させて頂きながら開催
まであと２年とせまりました、「愛顔つなぐえひめ国体」の応援も積極的に支援して参りたいと考えてお
ります。

　本社所在地：松山市南江戸四丁目３番37号　　事業内容：ドラッグストア・調剤薬局
株式会社レデイ薬局　（代表取締役　三橋　信也）

　我が社の成年男子ソフトボール部は2004年に実業団登録をしたが、外部企業等から優秀な人材を受け入
れる為、2011年にクラブチームへと転身した。現在は、日本男子ソフトボールリーグ西日本リーグに加盟
し、先の山口、岐阜国体でも上位入賞を収めるなど、全国大会でも好成績を残せるチームにまで成長した。
　また競技力の向上・底辺拡大・未来のソフトボール選手を育成するべく、当チームが核となり、青少年
を対象にしたソフトボール教室を開催するなど、愛媛県全体のソフトボール競技の発展・普及に寄与する
という理念を持っている。
　えひめ国体で愛媛県の総合優勝に貢献するのは勿論の事、日頃から地域・社会への貢献、競技力強化・
人材確保に積極的に取り組んで参りたい。

　本社所在地：松山市余戸南１－20－33　　事業内容：測量・設計・補償
株式会社ウエストコンサルタント　（代表取締役　西川　広一）



　　愛媛県の成績
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皇后杯順位 30 17 31 15 12 10

天皇杯
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　総合優勝するためには、成年種別で最低1,200点を見込んでいるので、和歌山国体における成年種別の得点461
点の約2.7倍は獲得する必要があります。　　　　　　　　　　　　　　　

区　分 Ｈ22年
 （千葉国体）

Ｈ23年
（山口国体）

Ｈ24年
（岐阜国体）

Ｈ25年
（東京国体）

Ｈ26年
（長崎国体）

Ｈ27年
（和歌山国体）

Ｈ29年
（えひめ国体）

成年種別得点 101.5 249 161.5 313.75 368.5 461 1,200

天皇杯順位 38位 25位 34位 26位 21位 13位 総合優勝

　　成年種別の得点　

約2.7倍

２

１

　総合優勝するためには、成年種別において、和歌
山国体で獲得した競技得点の2.7倍の得点が不可欠
であるため、有望な選手確保が必要であります。し
かも、えひめ国体開催まで２年足らずとなりました
ので、これまで以上に官民一体となって国体有望選
手の雇用促進の支援に取り組まなければなりま
せん。
　右表は平成28年度、29年度における有望選手の
就職希望先をまとめたものです。特に企業に就職を
希望する選手が約半数近くを占めております。これ
ら選手たちの希望を満たし、選手を確保するために
も企業経営者の皆様に選手の雇用、就職支援につい
てご理解、ご協力をお願いします。

　　有望選手確保（雇用）計画３

総合優勝
天皇杯

皇后杯獲得

区　分 平成28年度
（１年前）

平成29年度
（開催年） 合　計

企　業　等 41 37 78

教　　員 12 11 23

公務員等 ８ ４ 12

スポーツ専門員 26 21 47

未　　定 ６ ９ 15

合　計 93 82 175

【平成27年８月１日現在】

（人）



就　職　先 人数 競　技　種　目（人数）
愛媛県警察本部 １ 剣道（１）

愛媛県公立学校教諭 ９
（３）

ホッケー（１）、バレーボール（１）、レスリング（１）、ハンドボール（１）、
フェンシング（１）、ソフトボール（１）、ラグビーフットボール（１）、
カヌー（１）、スケート（１）

愛媛県公立学校講師 11
（４）

陸上競技（１）、ボート（１）、バレーボール（２）、バスケットボール（１）、
ウエイトリフティング（１）、相撲（２）、ソフトボール（１）、バドミ
ントン（１）、なぎなた（１）

愛媛県私立学校講師（高等学校） ２
（１） ラグビーフットボール（１）、バスケットボール（１）

愛媛県競技力向上対策本部
スポーツ専門員

25
（９）

水泳（１）、サッカー（１）、ホッケー（２）、バレーボール（１）、体操（２）、
バスケットボール（２）、セーリング（１）、ハンドボール（１）、自転車（１）、
ソフトテニス（１）、相撲（１）、フェンシング（３）、ソフトボール（１）、
バドミントン（１）、カヌー（２）、空手道（１）、なぎなた（１）、スケー
ト（２）

愛媛県（臨時） ７
（４）

サッカー（３）、ボクシング（１）、バスケットボール（１）、ウエイト
リフティング（１）、ラグビーフットボール（１）

四国中央市 １ フェンシング（１）
今治市 ２ ボート（１）、ソフトテニス（１）
今治市（臨時） １ ボウリング（１）
松山市 １ 剣道（１）
松山市（臨時） ３ なぎなた（１）、軟式野球（１）、スキー（１）
西予市 １ 相撲（１）
新居浜市消防署 １ ウエイトリフティング（１）
新居浜市（臨時） １ 軟式野球（１）
砥部町 １ ラグビーフットボール（１）
幼稚園教諭 １ ハンドボール（１）
西予市野城総合福祉協会 １ 相撲（１）
知的障害者更生施設フレンドまつの １ 相撲（１）

愛媛県信用農業協同組合連合会 ２
（１） 空手道（１）、バレーボール（１）

一宮グループ ２ レスリング（１）、セーリング（１）
今治造船㈱ ２ ボート（１）、バスケットボール（１）
㈱伊予銀行 ７ テニス（２）、ハンドボール（１）、ホッケー（１）、ソフトボール（３）
㈱ウエストコンサルタント ３ ソフトボール（３）
㈱愛媛銀行 ２ 卓球（２）
楠橋紋織㈱ １ バスケットボール（１）
㈱新来島どっく １ ハンドボール（１）
日本食研㈱ １ ボウリング（１）
㈱フジ １ 卓球（１）
㈱レデイ薬局 １ バレーボール（１）
丸鷹産業㈱ １ バスケットボール（１）
キスケ㈱ １ ホッケー（１）
愛媛ダイハツ販売㈱ １ サッカー（１）
浅川造船㈱ １ バスケットボール（１）

愛媛県スポーツ振興事業団 １
（１） ソフトボール（１）

合     計 98
（23）

※過年度からの継続等（23名）のため、新規の人数は75名。（　）の数字は、継続・職種変更等の数字

　　雇用した選手が各競技会で活躍すると、企業PRに繫がります。
　　　　競技に取組む雇用選手のひたむきな努力が職場を活気づけます。
　　　　　　選手が国体に出場すると、応援などを通じて社内に結束力が生まれます。
　　　　　　　　国体選手を輩出することにより、企業の社会貢献が広く認識されます。

さらに・・・ 国体有望選手の雇用にご協力頂いた企業には、「国体協力支援企業」としてその
社会的貢献をホームページや広報誌ポスターなどで広く県民に紹介します。

愛媛県体育協会ホームページ　http://www.insnet.ne.jp/hp/etaikyo/

平成27年９月発行

　　有望選手・指導者雇用実績　　　　　　　　　　（平成27年４月採用・順不同）４

　　国体選手を雇用した場合のメリット５




