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平成２７年度 事業報告 

 

１ 平成27年度埼玉県スポーツ少年団登録状況 

(１) 団 数  更新  1,665団  新規   27団  合計  1,692団 

(２) 指導者  更新 16,223名  新規  2,379名  合計 18,602名 

(３) 団 員  男子 37,324名  女子 12,431名  合計 49,755名 

 

２ 埼玉県スポーツ少年団大会の開催 

(１)埼玉県スポーツ少年団種目別大会の開催 

〔事業内容〕 日々のスポーツ活動で学んだ、個々のスポーツのルールや技術、それらを習得す 

る過程で得られるマナーやモラルを実践する場を作るとともに、合せて子ども達の 

指導にあたる者たちの資質の向上を図った。 

ア 軟式野球 

第３４回夏季小学生軟式野球交流大会 

〔実施時期〕 平成２７年６月７日(日)・１４日(日)・２１日(日) 

〔実施会場〕 秩父市影森グラウンド 他 〔参加団数〕 ４００団 

第４０回小学生軟式野球交流大会 

〔実施時期〕 平成２７年１０月１８日(日)・２５日(日)・１１月１日(祝) 

〔実施会場〕 春日部市牛島野球場 他 〔参加団数〕 ４００団 

第３８回中学生軟式野球交流大会 

〔実施時期〕 平成２７年７月２６日(日)・８月１日(土)・２日(日) 

〔実施会場〕 吉見総合運動公園 〔参加団数〕 ４０団 

第１１回女子団員交流大会 

〔実施時期〕 平成２７年１１月２３日(祝) 

〔実施会場〕 上里町忍保パブリック公園野球場 〔参加団数〕 ５０団 

イ サッカー 

第４４回埼玉県サッカー少年団大会 

〔実施時期〕 平成２８年１月１７日(日)・２４日(日)・２月７日(日) 

〔実施会場〕 埼玉スタジアム2002(第２、第３グラウンド)他 〔参加団数〕４４０団 

ウ バスケットボール 

第３４回ミニバスケットボール交流大会 

〔実施時期〕 平成２７年７月４日(土)・５日(日) 

〔実施会場〕 新座市民総合体育館  〔参加団数〕 ３２０団 

第１６回ジュニアリーダーバスケットボール交流大会 

〔実施時期〕 平成２７年８月２日(日) 

〔実施会場〕 さいたま市記念総合体育館  〔参加団数〕 ３０団 

エ バレーボール 

第３４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 

〔実施期日〕 平成２７年６月２１日(日)・２８日(日) 

〔実施会場〕 川越運動公園総合体育館・所沢市民体育館 〔参加団数〕 １４０団 

第１０回埼玉県スポーツ少年団キッズ交流大会 

〔実施時期〕 平成２７年８月１日(土)･２日(日) 
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〔実施会場〕 熊谷スポーツ文化公園体育館 他 〔参加団数〕 ５０団 

第１２回埼玉県スポーツ少年団中学生交流大会 

〔実施時期〕 平成２７年８月３０日(日) 

〔実施会場〕 熊谷スポーツ・文化村クマピア 〔参加団数〕 ３０団 

第１３回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会埼玉県決勝大会 

〔実施期日〕 平成２７年１２月２０日(日)・２３日(祝・水) 

〔実施会場〕 北本市体育センター・所沢市市民体育館 〔参加団数〕 １４０団 

第３回埼玉県スポーツ少年団混合大会 

〔実施期日〕 平成２８年２月２１日(土) 

〔実施会場〕 熊谷スポーツ文化公園体育館 〔参加団数〕 ３０団 

オ 剣 道 

第３９回埼玉県スポーツ少年団剣道交流大会 

〔実施期日〕 平成２７年８月３０日(日) 

〔実施会場〕 秩父市文化体育センター 〔参加団数〕 ５８団 

第３８回全国スポーツ少年団剣道交流大会選手選考会 

〔実施会場〕 平成２７年１２月６日(日) 

〔実施会場〕 越谷市立総合体育館 〔参加団数〕 ５８団 

カ ソフトボール 

第３８回ソフトボール中央大会 

〔実施期日〕 平成２７年７月２５日(土)・２６日(日) 

〔実施会場〕 さいたま市 荒川総合運動公園グラウンド 〔参加団数〕 ４２団 

キ 空手道 

第３１回空手道交流大会 

〔実施期日〕 平成２７年９月２７日(日) 

〔実施会場〕 埼玉県立武道館  〔参加団数〕 ７０団 

ク 柔 道 

第３７回埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 

〔実施期日〕 平成２７年９月６日(日) 

〔実施会場〕 埼玉県立武道館 〔参加団数〕 ３９団 

ケ バドミントン 

第３４回埼玉県スポーツ少年団バドミントン大会(団体戦) 

〔実施期日〕 平成２７年１２月５日(土) 

〔実施会場〕 久喜市総合体育館第一体育館 〔参加団数〕 ３０団 

第２２回埼玉県スポーツ少年団バドミントン大会(個人戦) 

〔実施期日〕 平成２８年２月２７日(土) 

〔実施会場〕 蓮田市総合体育館 〔参加団数〕 ３０団 

コ ソフトテニス 

第３６回埼玉県スポーツ少年団ソフトテニス交流大会 

小学生 

〔実施期日〕 平成２７年８月２３日(日) 

〔実施会場〕 熊谷さくら運動公園テニスコート 〔参加団数〕 ３３団 

中学生 

〔実施期日〕 平成２７年８月１５日(土) 
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〔実施会場〕 小川町総合運動場 〔参加団数〕 ２０団 

サ 復 合 

第３５回複合種目大会 

〔実施期日〕 平成２７年９月５日(土)・６日(日) 

〔実施会場〕 神川げんきプラザ 〔参加団数〕 ２０団 

シ 駅 伝 

第３３回埼玉県スポーツ少年団駅伝競走大会 

〔実施期日〕 平成２８年２月１１日(祝)   

〔実施会場〕 朝霞市陸上競技場 〔参加団数〕 ９１団 

ス 体 操 

第５回埼玉県スポーツ少年団体操競技交流大会 

〔実施期日〕 平成２７年１１月２３日(祝) 

〔実施会場〕 川越運動公園総合体育館 〔参加団数〕 １３団 

(２)埼玉県スポーツ少年団大会 

〔事業内容〕 県内のスポーツ少年団の代表を一堂に集め、野外活動を通して団員の相互の交流と 

親睦とリーダーの育成をはかるとともに、次代のスポーツ少年団の発展を期すること 

を目的とする。 

※平成２７年度については、会場・日程の都合により開催見送り。 

 

３ 第４３回日独スポーツ少年団同時交流事業 

〔事業内容〕 日本スポーツ少年団とドイツスポーツユーゲント間の、「日独スポーツ少年団国際交 

流協定書」に基づき、両国のスポーツ少年団の優れた青少年および指導者の相互交流に 

より友好と親善を深め、国際的能力を高めると共に、両国の青少年スポーツの発展に寄 

与するための事業。 

(１)派遣事業 

〔実施時期〕 平成２７年７月３１日(金)～８月１７日(月)(１６泊１８日) 

〔実施会場〕 ドイツ連邦共和国 ヘッセン州 

〔派遣人数〕 指導者 １名   団 員 ５名 

※指導者派遣については、グループ編成(神奈川県・茨城県)内輪番制 

〔費  用〕 個人負担２５０，０００円 

(内県本部補助 指導者：２５０，０００円  団員：１００，０００円) 

(２)受入事業 

〔実施期間〕 平成２７年７月２９日(水)～８月４日(火)(６泊７日) 

〔実施場所〕 吉見町 

〔受入人数〕 指導者１名・団員１１名 

〔経  費〕 ２，０００，０００円(吉見町へ支払助成金) 

 

４ 指導者養成・研修事業 

(１)認定員養成講習会兼スポーツリーダー養成講習会 

ア 県本部直接開催 

〔実施期日〕 平成２７年１０月２４日(土)・２５日(日) 

〔実施会場〕 スポーツ総合センター 

〔参加人数〕 ８４名(うち認定８４名) 
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〔受取参加料〕 ２，１６０円 

イ 市町村開催コース〔(助成(補助)事業〕 

〔実施時期〕 平成２７年６月１４日(日)～平成２８年２月１４日(日) 

〔実施会場〕 市町村２３コース 

〔参加人数〕 １，４３６名(うち９８７名認定、４４９名保留) 

〔受取参加料〕 ２，１６０円程度(各会場で異なる) 

〔支払補助金〕 １コース１１０，０００円(総額１８０，０００円以上) 

(２)認定育成員研修会 

ア 日本スポーツ少年団開催への派遣 

〔実施期日〕 平成２７年１０月１７日(土)・１１月１５日(日) 

〔実施会場〕 国立オリンピック記念青少年総合センター 

〔参 加 者〕 ４４名(２６名・１８名) 

〔支払参加料〕 一人２，１６０円(×参加者実数) 

イ 埼玉県スポーツ少年団開催事業 

※事業実施を見送り 

(３)認定員研修会〔助成(補助)事業〕 

〔実施期日〕 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

〔実施会場〕 ９市町村 ９コース 

〔参加人数〕 ２７０名 

〔支払補助金〕 １コース３０，０００円 

(事業規模４０，０００円以上・市町村負担１０，０００円以上) 

(４)母集団研修会〔助成(補助)事業〕 

〔実施時期〕 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

〔実施会場〕 ２１市町村２１コース 

〔参加対者〕 延べ２，０００名 

〔支払補助金〕 １コース５０，０００円 

(事業規模８０，０００円以上・市町村負担３０，０００円以上) 

(５)日本体育協会公認体力テスト判定員養成講習会 

※平成２７年度については、会場・日程の都合により未開催。※平成28年度は廃止。 

(６)埼玉県スポーツ少年団指導者現地研修 

〔実施時期〕 平成２８年１月３０日(土)・３１日(日) 

〔実施会場〕 群馬県渋川市「ホテル天坊」 

〔参 加 者〕 ２２７名(５０市町) 

〔受取参加料〕 １４，０００円 

 (７)研究大会等派遣 

ア スポーツ少年団指導者全国研究大会派遣 

〔実施時期〕 平成２７年６月２１日(日) 

〔実施会場〕 ホテルグランドパレス(東京都) 

〔参加者〕  ２３名(スポーツ少年団登録指導者) 

〔支払参加料〕 ２，１６０円(参加者自己負担) 

イ ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム 

〔実施時期〕 平成２７年１２月６日(日) 

〔実施会場〕 ナレッジキャピタル・カンファレンスルーム・タワーC(大阪府) 
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〔参加定員〕 自由参加(スポーツ関係者なら誰でも参加可能) 

〔支払参加料〕 無料(※派遣にかかる費用は自己負担) 

ウ 関東ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会開催 

〔実施時期〕 平成２７年１１月７日(土)・８日(日) 

〔実施会場〕 マロウドイン大宮(埼玉県) 

〔参 加 者〕 ４７名 

※関東ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会は関東各都県輪番制(8 年毎に開催) 

 

５ リーダー養成・研修事業 

(１)シニア・リーダースクール派遣 

〔実施時期〕 平成２７年８月６日(木)～１０日(月) ４泊５日 

〔実施会場〕 国立中央青少年交流の家(静岡県) 

〔参加人数〕 ７名 

〔支払参加料〕 １６，２００円(一人) 

(２)ジュニアリーダースクールの開講 

ア ジュニアリーダースクール(県本部開催) 

〔実施期日〕 平成２７年８月１７日(月)から２０日(木) ３泊４日 

〔実施会場〕 スポーツ総合センター 

〔参加人数〕 ３６名(うち３６名認定) 

〔受取参加料〕 ９，０００円(一人) 

イ ジュニア・リーダースクール補助事業(助成(補助)事業) 

〔実施会場〕 ４市町４コース 

〔参加人数〕 ８０名 

〔受取参加料〕 ４コース平均７７５円(市町本部の受取参加料) 

〔支払補助金〕 ５０，０００円 (総額１００，０００円、市町村負担金５０，０００円) 

(３)全国スポーツ少年団リーダー連絡会派遣 

〔実施時期〕 平成２７年９月２６日(土)～２７日(日) １泊２日 

〔実施会場〕 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都) 

〔参 加 者〕 ２名(指導者１名・リーダー１名) 

 (４)関東ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会派遣 

〔実施期日〕 平成２７年１０月３１日(土)～１１月１日(日) １泊２日 

〔実施会場〕 茨城県立中央青年の家(茨城県) 

〔参 加 者〕 ４名(指導者１名・リーダー３名) 

〔受取参加料〕 ２，０００円(一人) 

(５)埼玉県スポーツ少年団リーダー会の育成(運営費補助) 

〔支払補助金〕 ３００，０００円 

 

６ 地域交流補助事業 

〔事業内容〕 日頃、生活圏で行われているスポーツ少年団活動に、子ども達の成長とともに広がる 

地理的視野の拡大に合せ、他団体や他地域と交流活動をすることで、スポーツ少年団活 

動の活発化と地域交流の促進を図った。 

〔実施数〕 ４８市町７５事業 

〔支払補助金〕 ５０，０００円(総額：１００，０００円  市町村負担５０，０００円以上) 
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７ 国内交流大会派遣事業 

(１)全国スポーツ少年団大会 

〔実施時期〕 平成２７年８月１日(土)～４日(火) ３泊４日 

〔実施会場〕 国立花山青少年自然の家 他(宮城県) 

〔参 加 者〕 ９名(指導者１名・８名) 

〔支払参加料〕 １人１２，９６０円 

(２)関東ブロックスポーツ少年大会 

〔実施時期〕 平成２７年８月２１日(金)～２３日(日) ２泊３日 

〔実施会場〕 今市青少年スポーツセンター(栃木県) 

〔参 加 者〕 ０名 

(３)全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 

〔実施時期〕 平成２７年８月１日(土)～４日(火) ３泊４日 

〔実施会場〕 大塚スポーツパーク野球場(オロナミンＣ球場) 他(徳島県) 

〔参 加 者〕 参加無 ※参加チームは関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会の結果による。 

 (４)全国スポーツ少年団剣道交流大会 

〔実施時期〕 平成２８年３月２６日(土)～２８日(月) ２泊３日 

〔実施会場〕 鹿児島アリーナ (鹿児島県) 

〔参 加 者〕 ８名(指導者１名・団員７名) 

  (５)全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 

〔実施時期〕 女子 平成２８年３月２７日(日)～３０日(水) ３泊４日 

 男子 平成２８年３月２７日(金)～２９日(火) ２泊３日 

〔実施会場〕 北九州市立総合体育館 他(福岡県) 

〔参 加 者〕 女子  大井クッキーズスポーツ少年団(指導者３名・団員１１名) 

男子 ※関東１都７県の輪番制により本県参加無(平成27年度は群馬県より参加) 

 (６)関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 

〔実施期日〕 平成２７年７月２４日(金)～２６日(日) 

〔実施会場〕 東京都内 

〔参 加 者〕 上沖イーグルススポーツ少年団 (軟式野球) 

岩槻ジュニアバレーボールスポーツ少年団(バレーボール) 

朝霞フレンドリーズミニバスケットボールスポーツ少年団(バスケットボール男子) 

行田ラビッツスポーツ少年団(バスケットボール女子) 

バドミントン埼玉県選抜(バドミントン) 

埼玉県スポーツ少年団空手道部会 (空手道)  

 

８ 東日本大震災復興祈念スポーツ交流事業 

〔実施期日〕 平成２７年８月７日(金)～９日(日) ２泊３日 

〔実施会場〕 スポーツ総合センター 

〔参 加 者〕 福島県スポーツ少年団  ６団５２名 

 埼玉県スポーツ少年団 １１団８６名 

〔費  用〕 宿泊費・旅費交通費(バス代)は本県で負担。 
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９ 埼玉県スポーツ少年団表彰 

〔実施時期〕 平成２７年１２月１９日(日) 

〔実施会場〕 浦和ワシントンホテル 

〔受 賞 者〕 ４４市町９０名 

 南部： ９市 ３３名  西部：１７市町２４名 

北部： ８市町１１名  東部：１０市町２２名 

〔経  費〕 受取参加料：６，５００円 

 

10 日本スポーツ少年団顕彰 

〔受 賞 者〕 団体(本部) ６市町   指導者   １２名 

 

11 スポーツ少年団「スポーツともだち仲間たち」の発刊 

〔発刊時期〕 ７月・１２月・３月 

〔配布対象〕 市町村６３本部及び１，６９２団(平成２７年度登録団数) 

 

12 諸会議 
 (１)本部員会 

第一回 平成27年 5月22日(金) スポーツ総合センター 

第二回 平成27年 7月 4日(土) スポーツ総合センター 

第三回 平成27年10月3日(土) スポーツ総合センター 

第四回 平成27年12月 19日(土) 浦和ワシントンホテル 

第五回 平成28年 3月 4日(金) スポーツ総合センター 

(２) 代議員会 

平成27年6月 13日(土) スポーツ総合センター 

(３) ブロック本部長会議 

東部：平成27年12月5日(土)   幸手市役所中央公民館(幸手市) 

西部：平成27年11月29日(日)   ベルヴィ ザ・グラン(所沢市) 

南部：平成27年11月28日(土)   戸田市文化会館(戸田市) 

北部：平成27年11月 14日(土)  有恒クラブ 羊山亭(秩父市) 

(４) スポーツ少年団専門委員会等 

・指導者・リーダー育成委員会 7回 

・企画広報委員会 9回 

・活動交流委員会 10回 

・指導者協議会評議員会 1回 

・指導者協議会運営委員会 5回 

・団員増加策に関するプロジェクト 1回 

・子どもとスポーツの未来を考えるプロジェクト 3回 

・種目別担当者会議 1回 

・ジュニアリーダースクール 1回 

(５)市町村スポーツ少年団事務担当者会議 

期日：平成28年2月25日(木) 会場：スポーツ総合センター 


