
期日 東京会場① 10月28日(土)

東京会場② 11月19日(日)

場所

経費

対象

※ 北海道会場 10月21日(土)　 北海道　　北海道立総合体育センター

宮城会場 11月18日(土) 宮城県　　TKP仙台カンファレンスセンター

愛知会場 10月28日(土) 愛知県　　愛知県教育会館

大阪会場 11月12日(日) 大阪府　　ホテルマイステイズ大阪ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ

岡山会場 11月11日(土) 岡山県　　ピュアリティまきび

福岡会場 11月25日(土) 福岡県　　ＴＫＰガーデンシティ博多

期日 １０月２８日(土)・２９日(日)

場所 スポーツ総合センター

負担 ３,２４０円(テキスト代・昼食代)

※ ２９年度登録指導者

期日 ６月１８日(日)

場所 東京都　ホテルグランドパレス

負担 ２，１６０円

期日 １２月１０日(日）

場所 新潟県　アートホテル新潟駅前

負担 無料

期日 １月２７日(土)～２８日(日)

場所 栃木県　鬼怒川温泉

負担

期日 １１月４日(土)・５日(日)

場所

(６)関東ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会

群馬県　高崎ビューホテル

(４)ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム

(５)埼玉県スポーツ少年団指導者現地研修会

市町村種目別代表者各２名以内・本部役員・事務担当者(１４,０００円)

資格有効期限が平成30(2018)年3月31日および9月30日までの者で、少年団登録を継続
し、現在も認定育成員として活動している者

(２)認定員養成講習会兼スポーツリーダー養成講習会(県本部)

(３)スポーツ少年団指導者全国研究大会

平成２９年度埼玉県スポーツ少年団
事　業　計　画

１．指導者養成・研修事業関係
(１)認定育成員研修会

東京　国立オリンピック記念青少年総合センター

２,１６０円　（県本部負担）　※交通費は自己負担



期日 ８月３日(木)～７日(月)(４泊５日)

場所 静岡県　国立中央青少年交流の家

補助 参加料(１６，２００円)、交通費

期日 ８月１７日(木)～２０日(日)(３泊４日)

場所 スポーツ総合センター

負担 ９,０００円

対象 中学生

期日 ９月３０日(土)～１０月１日日(日)

場所 東京　国立オリンピック記念青少年総合センター

対象 リーダー育成担当指導者１名　　代表リーダー１名　

補助 交通費・宿泊費は日本本部

期日 １０月２８日(土)・２９日(日)

場所 東京都：BumB(ぶんぶ)東京スポーツ文化館

対象 リーダー代表３名　育成担当指導者１名　

期日 ７月２８日(金)～３１日(月)

場所 新潟県妙高市：国立妙高青少年自然の家　他　

対象 引率指導者１名　　※認定育成員または認定員

団員：５名

※ジュニアリーダー資格を有する中学１年生以上高校３年生に相当する年齢の者

補助 参加料(１２，９６０円)、交通費(片道)、宿泊費は日本本部

期日 ８月４日(金)～６日(日)

場所 山梨県立八ヶ岳少年自然の家

対象 引率指導者１名・中学生以上の団員

補助 参加料・交通費は県本部、宿泊費は大会本部

期日 調整通

場所 調整通

対象 小学４年生以上の団員・指導者

負担 ４，０００円

※ 団員のみの参加も可能

(３)第４６回埼玉県スポーツ少年団大会

(２)第４８回関東ブロックスポーツ少年大会

２．リーダー養成・研修事業

(１)シニア・リーダースクール

(２)ジュニア・リーダースクール

(１)第５５回全国スポーツ少年大会

(３)全国スポーツ少年団リーダー連絡会

(４)第１６回関東ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会

３．国内・県内交流活動事業



期日 ８月３日(木)～６日(日)

場所 宮城県

補助 出場団に　５万円

※ 関東ブロック競技別交流大会勝者より２チーム参加

期日 ３月２５日(日)～２７日(火）

場所 東京都　東京武道館

補助 ５万円

期日 女子：３月２５日(日）～２８日(水）

男子：３月２５日(日）～２７日(火）

場所 群馬県　ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ　他

補助 ５万円

期日 １２月下旬

場所 鹿児島県

※  埼玉県サッカー協会による推薦

期日 ７月２８日(金)～３０日(日)

場所 埼玉県さいたま市　他

内容 総合開会式　２８日　競技　２９日・３０日　

総合開会式 さいたま市記念総合体育館(Ｖアリーナ)

軟式野球(男子)　　　　鴻巣市フラワー球場

バレーボール(女子)　　川越市総合体育館

ミニバスケット(男女)　さいたま市記念総合体育館(Ｖアリーナ)

バドミントン(選抜)　　

空手道(選抜) 埼玉県立武道館

期日 ８月５日(土)～８月７日(月)

場所 スポーツ総合センター　他

※

派遣 期日　７月３１日(月)～８月１７日(木)

場所　ドイツ連邦共和国

　　　団　員６名(県内選考後推薦)

補助　１００，０００円

受入 期日　７月２４日(月)～３１日(月)　７泊８日

場所　宮代町

　　　※指導者は茨城県輪番制

負担　１５０，０００円、渡航手続経費等

補助　２，０００，０００円

対象　指導者１名(県内選考後推薦)

国際交流活動事業

(８)第３６回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会

(９)東日本大震災復興祈念スポーツ交流事業

開催に係る経費は、公益財団法人埼玉県体育協会【公１事業】より支出

(１)第４４回日独スポーツ少年団同時交流

毎日興業アリーナ　久喜（久喜市総合体育館・第１体育館）

(４)第３９回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会

(５)第４０回全国スポーツ少年団剣道交流大会　　

(６)第１５回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会

(７)第４１回全日本少年サッカー大会決勝大会



発刊 年３回(７月・１２月・３月)

対象 全登録団(１団３部)・市町村本部

発刊

対象 全登録団(代表指導者に２冊送付)・市町村本部(２冊)

対象 認定員・認定育成員

※ 認定時に交付

対象 市町村スポーツ少年団本部　６本部

指導者　　　　　　　　　１３名

期日 １２月１０日(日）

場所

対象 10年以上活動をしている有資格指導者

内容 日本スポーツ少年団推奨スポーツドリンク等を登録団に対し斡旋販売

内容 認定員養成講習会時に熱中症対策に関する情報提供

内容 母集団研修・認定員研修その他スポーツ少年団研修会への協力

内容 LIVE ON SEMINAR(テレビ会議システムを活用したセミナー)

(１)本部員会　　　年５回

第１回：　５月１９日(金) 14：00～ スポーツ総合センター　301･302研修室

第２回：　７月　１日(土) 14：00～ スポーツ総合センター　301･302研修室

第３回：１０月１４日(土) 14：00～ スポーツ総合センター　301･302研修室

第４回：１２月１０日(日) 13：30～ 東武バンケットホール上尾

第５回：　３月　２日(金) 14：00～ スポーツ総合センター　301･302研修室

　６月１０日(土) 14：00～ スポーツ総合センター　講堂

東　部：宮代町

西　部：飯能市

南　部：蕨市

北　部：本庄市 ※開催日時、開催場所については未定。

(２)代議員会　　　年１回

(３)ブロック本部長会議　　　東西南北・各ブロック１回

(１)熱中症予防グッズ特別斡旋販売

(２)熱中症対策説明会

(３)ポカリスエット・スポーツ活動情報提供事業

５．熱中症予防キャンペーン事業(大塚製薬特別協賛)

(４)スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック　啓発強化

６．諸会議

(４)少年団顕彰(日本スポーツ少年団)

(２)「Sports　Japan」の発行

年６回(この他にスポーツ少年団向け１回・公認スポーツ指導者向け１回の計２回の
特別号を発行)

(３)スポーツ少年団指導者必携書の作成

(５)埼玉県スポーツ少年団表彰

東武バンケットホール上尾

４．広報出版・顕彰事業

(１)「スポーツ　ともだち　仲間たち」



１． 認定員養成講習会事業　 ２３事業 １１万円

２． 地域交流促進事業　　　 ８０事業 　５万円

３． 母集団研修事業　　　　 ２５事業 　５万円

４． リーダー育成事業　　　 　５事業 　５万円

５． 認定員研修会事業　　　 ２０事業 　３万円

・平成28年度認定員養成講習会において、未登録のため認定保留となった者は、
　平成29年度スポーツ少年団指導者登録が確定した11月初旬(予定)に認定をします。

(４)各専門委員会等

・指導者・リーダー育成委員会

・シニアリーダースクール修了者が指導者登録をした場合には、その旨を県本部に
　電話連絡することで認定員とします。

・指導者協議会

・活動交流委員会

・企画広報委員会

補助事業について
※平成２９年度補助事業調査を４月中に実施する。

認定員保留者について



軟式野球

期日 ６月４日（日）・１１日（日）・１８日（日）

会場 東部地区

期日 １０月１５日（日）・２２日（日）・１０月２９日（日）

会場 県営大宮・吉見町総合運動公園

※ ３２チーム

期日 ７月２３日（日）・２９日（土）・３０日（日）　

会場 南部地区

期日 １１月２３日（木・祝）

会場 吉見町総合運動公園

サッカー

期日 １月１４日（日）・２１日（日）・２月４日（日）　

会場 埼玉スタジアム2002（第２、第３グラウンド）　他

※ 各４地区を勝ち抜いた３２チームによるトーナメント大会

期日 総合開会式：４月１５日(土）

１２月３日(日）・２４日(日）

会場 総合開会式：上尾運動公園陸上競技場

東松山サッカー場　他

ソフトボール

【男子】
期日 ７月２９日（土）・７月３０日（日）　　

会場 さいたま市荒川総合運動公園グランド

【女子】
期日 ８月１９日（土）・７月２０日（日）　　

会場 北本スポーツセンター

※ 男女共　１６チームのトーナメント方式

※ 各地区より選出（チーム数）

東部地区　男子　１　女子　４　　　西部地区　男子　０　女子　４

南部地区　男子１２　女子　６　　　北部地区　男子　３　女子　２

空手道

期日 ９月３日(日）

会場 県立武道館

※ 形　　　　　小学1年生～6年生（各学年男女別）・中学生（一括男女別）

組手　　　　小学3年生～6年生（各学年男女別）・中学生（一括男女別）

バレーボール

期日 ６月１８日（日）・２５日（日）　　　　

会場 川越運動公園総合体育館・深谷市総合体育館(ビッグタートル）

期日 ８月５日（土）･８月６日（日）

会場 熊谷スポーツ文化公園体育館

期日 ８月２７日（日）

会場 熊谷スポーツ・文化村クマピア

期日 １２月１７日（日）・２３日（金）　

会場 北本市体育センター・さいたま市岩槻文化公園体育館

期日 ２月２４日(日）

会場 熊谷スポーツ文化公園体育館

第４０回ソフトボール中央大会

②第１２回埼玉県スポーツ少年団キッズ交流大会

③第１４回埼玉県スポーツ少年団リーダー交流大会

④第４１回埼玉県スポーツ少年団バレーボール交流大会

⑤第５回埼玉県スポーツ少年団混合大会

平成２９年度種目別大会計画

①第３６回埼玉県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大会

②第４２回埼玉県スポーツ少年団小学生軟式野球交流大会

③第４０回中学生軟式野球交流大会

④第１３回埼玉県スポーツ少年団女子団員交流大会

第４６回埼玉県サッカー少年団中央大会

第２回埼玉県スポーツ少年団U-10サッカー大会

第３３回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会

①第３６回関東ブロックスポーツ少年団バレーボール大会埼玉県大会



バスケットボール

期日 ７月１日（土）・２日（日）　

会場 越谷市立総合体育館

期日 ８月６日（日）

会場 深谷ビックタートル

柔　道

期日 ８月２０日（日）

会場 県立武道館　

複　合

期日 ９月２日（土）～３日（日）

会場 長瀞キャンプ場

ソフトテニス

期日 ８月１９日（土）

会場 くまがやドーム多目的運動場

期日 ８月１１日（祝）

会場 熊谷さくら運動公園

期日 ２月１８日（日）

会場 くまがやドーム多目的運動場

バドミントン

期日 １２月２日（土）

会場 毎日興業アリーナ　久喜（久喜市総合体育館・第１体育館）

期日 ２月２４日（土）　

会場 蓮田市総合体育館

剣　道

期日 ８月２７日(日）

会場 吉見町民体育館

期日 １２月１０日(日）

会場 戸田市スポーツセンター

駅　伝

期日 ２月１１日（祝）

会場 朝霞市陸上競技場

体　操

期日 １１月２３日（木・祝）

会場 川越運動公園総合体育館

中央大会（中学生）　

①第３６回埼玉県スポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会

②第１８回埼玉県スポーツ少年団ジュニアリーダーバスケットボール交流大会

①第４１回埼玉県スポーツ少年団剣道交流大会

第４回交流団体戦

中央大会（小学生）　

②第４０回全国スポーツ少年団剣道交流大会選手選考会

第３５回埼玉県スポーツ少年団駅伝競走大会

第７回埼玉県スポーツ少年団体操競技交流大会

第３９回埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会

第３７回複合種目大会　名栗大会

第３８回埼玉県スポーツ少年団ソフトテニス交流大会

①第３６回埼玉県スポーツ少年団バドミントン大会（団体戦）

②第２４回埼玉県スポーツ少年団バドミントン大会（個人戦）


	29事業計画01
	29事業計画02

