
本部 委員会 区分 助成等 事業名 期日 開催地
2021/12/16 長野県
2021/12/19 長野市

JSC基金 2022/2/24 北海道
2022/2/27 帯広市

JSC基金 2022/3/18 北海道
2022/3/21 札幌市・帯広市

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

本部 委員会 区分 助成等 事業名 期日 開催地
- アジアリーグ・アイスホッケー 調整中 調整中

9～11月 調整中

第17回全日本少年アイスホッケー大会 2022/3/26 長野県
小学の部“風越カップ” 2022/3/29 軽井沢町
第16回全日本少年アイスホッケー大会 2022/3/25 北海道
中学の部 2022/3/29 釧路市

2021/11/27 栃木県
2021/11/28 日光市
2021/8/3 北海道
2021/8/8 苫小牧市
2022/2/20  1/20 北海道
2022/2/23  1/23 釧路市
2022/1/17 青森県
2022/1/21 八戸市

JSCくじ 第10回日本女子アイスホッケーリーグ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1次 2021/9/18-20 北海道釧路市
2次　 2021/10/9-11  8-10 北海道苫小牧市

Final　 2022/3/4-6 北海道帯広市
未定 未定

- Ｊ-ICE Northディビジョン 2019/9/ 北海道
2020/2/ 全道各地

- Ｊ-ICE Eastディビジョン

- Ｊ-ICE Centralディビジョン

- Ｊ-ICE Westディビジョン

- Ｊ-ICE Southディビジョン

- Ｊ-ICE Play Off

2021/12/25 北海道
2021/12/29 帯広市

第77回国民体育大会冬季大会 2022/1/26 栃木県 
�   開催負担金支出 2022/1/29 日光市

2022/4/

2022/3/

2022/3/

2022/5/

2022/6/

中止

中止

2022/3/

- 競技会補助事業
（北海道地区）　第49回日ア連会長杯東北海道大会

- 競技会補助事業
（北海道地区）　第49回道南地区新人小学生大会

- 競技会補助事業
（北海道地区）　第37回日ア連会長杯小学生道央大会

- 競技会補助事業 2022/1/
（東北地区）　　第49回東日本ジュニア選手権大会

- 競技会補助事業 2022/2/
（関東・東京地区）　第47回関東少年大会　

- 競技会補助事業
（関東・東京地区）　第37回東京都春季アイスホッケー大会　

- 競技会補助事業 2022/2/
（北信越・東海地区）　第17回風越カップ北信越・東海ブロック予選会

- 競技会補助事業 2022/3/
（近畿地区）　第48回西日本小・中学生競技大会 2022/4/

- 競技会補助事業 2022/2/
（中四国地区）　第19回岡山サマーカップ争奪小・中学生選手権大会

- 競技会補助事業 2022/3/
（九州地区）　第38回九州小・中学生選手権大会

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

普及

第24回全日本インラインホッケー選手権（Ｂ）

北海道

東北ブロック

栃木県日光市

東京都

北信越・東海ブロッ
ク

大阪府大阪市

第24回全日本インラインホッケー選手権（Ｌ） 兵庫県丹波市

普及

主催 太陽生命 第10回全日本小学生低学年選抜大会【太陽生命U9ジャパンカップ】 神奈川県横浜市

補助

北海道

北海道

岡山県倉敷市

熊本県熊本市

インライン 主催

スポ案？ 第24回全日本インラインホッケー選手権（Ａ） 北海道帯広市

-

-

生涯スポーツ化 主催

-

- 第10回全国社会人アイスホッケー大会Over35 東京都江戸川区

兵庫県丹波市

-

第27回全日本オールドタイマー大会Over50 福島県郡山市

- 第10回全日本オールドタイマー大会Over60 熊本県熊本市

- 第6回全日本オールドタイマー大会Over70 熊本県熊本市

１-２その他国内競技会の主催と共催

事業
競技事業

共催

- アジアリーグ・アイスホッケー・ジャパンカップ2021

共催

-

- 第71回全国高等学校総合体育大会

主催

第9回日本学生女子アイスホッケー大会

後援

- 第94回日本学生氷上競技選手権大会

-

- 第16回全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会“日光杯”

- 第16回全国高等学校選抜アイスホッケー大会

- 第42回全国中学校体育大会

国体 共催

2021年度事業計画【案】
2021年7月1日～2022年6月30日

『公益目的事業１』
１競技会事業
１-１全日本アイスホッケー選手権大会の主催

事業 競技事業 主催

- 第89回全日本アイスホッケー選手権（Ａ）

第56回全日本アイスホッケー選手権（Ｂ）

第41回全日本女子アイスホッケー選手権
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１-３国際競技会
本部 委員会 助成等 期日 開催地

2021/12/ 未定

2022/1/　 札幌

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

１-４国際競技会への代表者の派遣
本部 委員会 助成等 期日 開催地

JOC 2022/4/25 ポーランド
2022/5/1 カトヴィッツェ

JOC 2021/11/8 未定
2021/11/14

JOC 2022/2/7 韓国
2022/2/13

ＪＯＣ次世代 2021/12/12 エストニア
2021/12/18 タリン

ＪＯＣ次世代 2022/4/11 スロバキア

2022/4/17
スピシュスカー・ノ
バー・ベス

JOC 2021/8/20 カナダ
2021/8/31 カルガリー

ＪＯＣ次世代 2022/1/9 ハンガリー
2022/1/15 ジェール

JOC 2021/12/10 スイス
2021/12/20

JOC 2022/2/3 中国
2022/2/17

※期日は大会期間であり派遣期間とは異なる。期日、開催地などは変更になる場合がある。

参考： 国際アイスホッケー連盟ナショナルチームブレイク
   2021/2022シーズン          2022/2023シーズン

第１ 2021/08/23-08/29          2022/08/22-08/28
第２ 2021/11/08-11/14          2022/11/07-11/13
第３ 2021/12/13-12/19          2022/12/12-12/18
第４ 2022/02/07-02/13          2023/02/06-02/12

２-１審判員・競技役員等の養成講習事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地

2020/7/1～ 全国各地
2020/12/31

2021/4/1 東京都北区
2022/3/31

２-２アイスホッケーの競技力向上の講習事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地

2021/7～
2022/3

全国各地

2021/12
2022/3

長野
北海道

北海道
苫小牧市

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

２-３指導者育成講習事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

事業名

普及

育成
（医科学安全）
（総務委員会）

-
公益財団法人日本スポーツ協会公認指導者養成講習会
（含アンチ・ドーピング講習、コンプライアンス講習）

育成 -
JSPO公認指導者の拡充と養成講習プログラムの改善を推進
一貫指導体制の構築と独自ライセンス制度導入に関する調査研究及び開発
�日本独自の育成プログラム確立に向けた調査研究推進

- ジャパンディベロップメント  ハウスリーグ（仮称）トライアル開催　 2021/9-2022/5
2ブロック
（関東・近畿は終了）

普及 普及

ＪＳＣくじ スキルチャレンジ・クリニック 7月～2022/3月
全国各地
開催地未定

太陽生命 ジュニアアイスホッケークリニック（全国３箇所予定） 10月～2022/3月
全国各地
開催地未定

2021/9～
2021/12

WEB
対象：アジアリーグ参加者、女子リーグ参加者、全日本選手権参加者）

-
アンチ・ドーピング講習　　対象：代表強化事業参加者 2021/7～

2021/9
各合宿地

（男子代表、女子代表、男子U20・U18代表、女子U18代表）

- 日本版ＡＤＭの構築に向けた普及指導コーチ派遣事業 2021/7-2022/6

事業名

強化
医科学安全

-
アンチ・ドーピング講習（eラーニング）

-

アンチ・ドーピング啓発普及活動

＜教育資料送付・配布＞
加盟団体、代表強化事業参加者、検査対象競技会参加チーム、レフェリークリニックなど

＜バナー・ポスター掲示や大会プログラム内啓発広告掲載＞
全日本選手権、全日本女子

NTC -
男女強化スクール

２講習・育成事業

事業名

事業 レフェリー -

レフェリークリニック

企画 国際 - 国際人養成アカデミー受講

 強化 強化

男子世界選手権Division ⅠB / 事前合宿　

ユーロアイスホッケーチャレンジ

ユーロアイスホッケーチャレンジ

男子U20世界選手権Division I B /　事前合宿

男子U18世界選手権Division ⅠA　/ 事前合宿

女子世界選手権 ／事前合宿　

女子Ｕ１８世界選手権Division ⅠA　／事前合宿　

ユニバーシアード冬季競技大会（2021/ルツェルン）女子

第24回オリンピック冬季競技大会（2022/北京）女子

事業名

事業
（強化・企画）

競技事業
（強化・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ広報）

仮）Tournament in Tokyo(スマイルジャパン国際マッチ）

仮）札幌冬季五輪50周年記念国際大会(スマイルジャパン国際マッチ）

事業名
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２-４海外遠征チームの競技力向上合宿
本部 委員会 助成等 期日 開催地

JOC 2021/7/26 北海道
2021/8/1 苫小牧市

JOC 2022年4月 北海道
苫小牧市

JOC 2022年6月 北海道
苫小牧市

JSCくじ 2021/8/9 北海道
2021/8/16 苫小牧市

JSCくじ 2021/10/7 北海道
2021/10/11 苫小牧市

JSCくじ 2021/11/25 北海道
2021/11/28 苫小牧市

JSCくじ 2021年8月 北海道
苫小牧市

JSCくじ 2021年9月 北海道
苫小牧市

JSCくじ 2021年11月 北海道
苫小牧市

JSCくじ 2021年12月 北海道
苫小牧市

JSCくじ 2022年2月 未定

JSCくじ 2022年3月 未定

JSCくじ 2022年3月 北海道
苫小牧市

JSCくじ 2021年7月～ 関東・八戸各2回

JSCくじ 未定 未定

JSCくじ 2022年2月 北海道
苫小牧市

JSCくじ 2021年8月～ 全国8ブロック

JSCくじ 未定 未定

JSCくじ 2022年1月 未定

JSCくじ 2022年2月 未定

JOC 2021/7/1 青森県
2021/7/9 八戸市

JOC 2021年8月～ 未定

JOC 2021年10月 北海道
苫小牧市

JOC 2021年12月 未定

JOC 2022年1月 北海道
札幌市

JOC 2021年11月 ドイツ/スイス

JOC 2022年6月 北海道
苫小牧市

JSCくじ 未定 未定

JSCくじ 未定 未定

JSCくじ 未定 未定

JSCくじ 未定 未定

JSCくじ 未定 未定

JSCくじ 未定 未定

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

女子ヨーロッパ遠征

女子6月合宿

女子トレーニングキャンプ　①～③

女子Ｕ１８キャンプ　①～⑤

女子U１６ブロックキャンプ①～⑦

女子Ｕ１６キャンプ　①～②

男子U16キャンプ②

男子U16キャンプ③（ブロックキャンプ①～⑧）

男子U14キャンプ①

男子U14キャンプ②

女子Ｕ１４キャンプ　①

女子Ｕ１４キャンプ　②

男子U18キャンプ②

男子U18キャンプ③

男子U18キャンプ④

男子U18キャンプ⑤（海外キャンプ）

男子U18キャンプ⑥（海外キャンプ）

男子U18キャンプ⑦

事業名

強化 強化

男子代表7月合宿

男子国内強化試合（日韓戦）

男子代表6月合宿

男子U20キャンプ①

男子U20キャンプ②

男子U20キャンプ③

男子U18キャンプ①

男子U14キャンプ③（海外キャンプ）

女子7月合宿

女子８月合宿

女子10月合宿

女子12月合宿

女子1月合宿

男子U18キャンプ⑧

男子U16キャンプ①
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２-５アイスホッケーの普及奨励事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地

JSC強化 通年
マネジメント機能強化
レフェリー派遣
レフェリー研修会
アイスホッケーキャンプ
プログラム製作

（夏ー秋）
（7-1月）
（10-1月）

（7-1月）
（夏〜3月）

（通年）

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

３競技技術の調査研究事業
本部 委員会 助成等 期日 開催地

JOC

長野県長野市

北海道札幌市
北海道帯広市

※期日、開催地などは変更になる場合がある。

４競技施設及び用具等の研究指導並びに公認事業
本部 委員会

医科学安全

競技事業
総務
環境

企画
競技事業、レフェリー

総務
NTC、強化
競技事業
レフェリー

事業
国際ルール改訂への対応

総務
環境に配慮した施設や大会運営に関する検討と指導

企画
事業

ビデオゴールジャッジシステムの簡易汎用化の研究と普及

総務
強化

苫小牧市NTCマネジメント受託事業

強化
安全管理機材・機器等の普及
 　ＡＥＤ、スパインボード、ヘッドイモビライザー、フレキシブルゴールペグほか

事業
総務

施設・設備・用具等の公認
�   電光掲示装置ほか

事業 競技事業 -
公式記録作成マニュアルの調査研究及び作成、日ア連faceoffシステムの改修
競技運営に関する各種マニュアルの整備

事業名

-
ドーピング検査（競技会）
全日本選手権（Ａ）

-
ドーピング検査（競技会）
全日本女子選手権

東京都
�   育成強化情報

-
一貫指導体制へ向けたドリル共有アプリ情報
�   戦術情報

強化

強化
-

競技会等強化視察
�   強化スタッフによる全国各カテゴリー競技会および海外（対戦国）などの視察とスカウティング
専任コーチングスタッフ配置　（コーチアカデミー参加者2名）
�   トップコーチ3名、ジュニア担当コーチ3名、メディカルスタッフ2名

医科学安全

-

国際的医科学・安全管理情報の収集

安全管理基準策定と普及
感染症対策の関する指導

事業名

普及 育成
-

海外育成強化システムの調査研究導入事業

2021/7-2022/6

当連盟に関して発信する情報の管理

国際 外務省
アジアアイスホッケースキルアップ支援プロジェクト
※スポーツ外交派遣事業助成申請中

普及 普及（国際） -
IIHF GGG（グローバル・ガールズ・ゲーム）
IIHF WGIHW（ワールドガールズアイスホッケーウィークエンド）

企画
マーケティング広報

- ホームページ管理運営・Web環境整備

-

メディア関係者とのコミュニケーション活動
北京オリンピック壮行試合記者会見等の企画運営
北京オリンピックでのファン応援の支援（応援グッズなど）

事業 競技事業
ALジャパンオフィス

アジアリーグ活性化事業

国内での競技会における広報策の検討及び取材対応
アイスホッケーに関する情報発信及び発信環境整備

事業名
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５その他
本部 委員会

トップリーグ
部会

競技・地域
活性化部会

普及育成部
会

レフェリー部
会

登録促進部
会

生涯スポーツ化

インライン

強化委員会

『収益事業１』
１物品販売事業

本部 委員会

本部 委員会

映像アーカイブの保持・管理

『その他』
本部 委員会 助成等

JSCくじ 諸規程等総合整備事業

-

連盟創立50周年記念に関する検討

※各事業における会期、開催地などは変更される場合がある。
※各事業は、期中予算消費状況などにより実施されない可能性がある。

総務 総務

国際アイスホッケー連盟・日本体育協会・日本オリンピック委員会・日本スポーツフェアネス推進機構、日本アンチ・ドーピング機構、日
本スポーツ仲裁機構、加盟

-
理事会・評議員会開催
�   定時評議員会（令和3年9月25日開催予定）
�   理事会（令和年9月5日開催予定、ほか必要に応じて開催）

- 規程類整備、事務局運営、業務改善等、法人運営に関する改善検討

-

事業名

企画 マーケティング広報
商標・肖像などの管理・販売

TV放送権などの管理・販売

事業名

事業名

企画 マーケティング広報
商標・肖像等を使ったグッズの企画販売
ルールブック

２標章等の使用許可事業

企画

国際
IIHF等国際役員ポスト獲得に向けた施策検討
国際会議出席（IIHFアジア会議・IIHF年次総会・IIHF準年次総会等）
海外団体への対応サポートや海外派遣、国際競技会国内開催等をサポート

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ広報

マーケ

�   国際レフェリー、ラインズマンの養成に関する施策の検討

理事会
直轄

倫理
�   綱紀粛正の周知徹底
�   倫理・社会規範意識の啓蒙
�   通報相談窓口の設置・運営

事業

競技事業 国内開催競技会の円滑な運営管理方法の検討
主催競技会等の開催地の調整検討

国体
国民体育大会競技別実施要項の精査検討及び指導
国民体育大会開催誘致に関する指導支援

学生 学生選手の競技環境や競技会実施状況など調査研究と指導

レフェリー
�   レフェリー、ラインズマンの発掘、育成、教育に関する施策の検討

強化

強化方針、計画、強化育成に関する施策などを検討

医科学安全 傷害報告の管理と分析、医科学的情報の共有、安全管理施策を検討

ＮＴＣ NTC競技別拠点を利用する各種事業における効率的活用に関する事項を検討・実行

普及

普及
競技人口、応援人口、支援人口などの増加拡大に向けた施策について検討
若年層の競技参加、競技継続に向けた支援策の検討

育成
JSPO公認指導者の拡充と養成講習プログラムの改善検討
一貫指導体制の構築と独自ライセンス制度導入に関する調査研究
�日本独自の育成プログラム確立に向けた調査研究

生涯スポーツとして発展、浸透するよう各種大会（オールドタイマー大会、社会人大会など）の開催運営方法や競技方法を検討

インラインホッケーの競技人口拡大や競技発展に向けた調査研究

スポンサー誘致活動及びスポンサー誘致に関する企画検討
公式グッズ等の企画検討
商標・肖像・放映権等の有効活用方法の検討

改革プロジェクト
(特別委)

アジアリーグジャパンオフィスとともにアジアリーグの発展について検討・推進する

関係本部・委員会を連携させ、国内全体のカテゴリー別競技会体系の再編を検討する

関係本部・委員会を連携させ、競技者、指導者、レフェリー、競技役員などの育成体系確立に向けた調査研究及び推進する

関係本部・委員会を連携させ、レフェリーの普及・育成・強化に関する調査研究及び資格認定制度再整備に向けた調査研究を推進す
る

関係本部・委員会を連携させ、チーム、会員、ゲームオフィシャル、競技役員、…など総合的登録制度及びシステムの改修についての
調査研究

広報
メディアとの関係構築検討
北京オリンピックに関する盛り上げ策検討
情報発信策の検討

企画

中長期計画の策定に向けた検討推進
国内のアイスアリーナ・スケートリンク施設の向上及び増加に向けた調査研究
女子競技者・指導者・レフェリー・競技役員等の活動環境の向上に向けた調査研究
AIカメラシステムの利用による映像配信普及及び収益性確保に向けた調査研究

ペナルティー報告の管理・指導
登録資格などの管理・指導

環境 環境保護に関する啓発・実践活動の検討・指導

アスリート
リスペクト憲章の啓蒙支援（フラッグ、ポスター、小冊子等整備）
アスリート視点での各種提言や理事会等からの諮問に応ずる

事業名

総務

ガバナンスコード対応プロ
ジェクト（特別委）

「スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体＞」への対応を推進する

総務
オンライン寄付金募集システムの運用
新宿区ふるさと納税事業への参加

審議
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