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(イ) 協議会(1回)　　51クラブ72名

(ウ) 企画部会(10回)

(エ) 企画部会検討委員会(1回)

(加須市)

未育成市町村への総合型地域スポーツクラブ設立に向けた普及・啓発活動

(ヒアリング計9回)

創設支援クラブ等クラブ設立を目指す団体への指導・助言(ヒアリング計29回)

参考 総合型地域スポーツクラブの支援業務を通して13の総合型クラブが設立された。

総合型地域スポーツクラブ　エバースポーツ (さいたま市)

(２) 総合型地域スポーツクラブの活動支援(ヒアリング計64回)
総合型地域スポーツクラブの運営・活動に関する指導・助言

(３) 埼玉県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の支援

(ア) 総会　(1回)　　41クラブ49名

嵐山ふぁいぶるクラブ (嵐山町)

吉見クラブ (吉見町)

川越山田スポーツクラブ (川越市)

桶川総合型地域スポーツクラブ このゆびとまれ (桶川市)

特定非営利活動法人春日部ＦＭ「かすかべフェルマータクラブ」 (春日部市)

特定非営利活動法人ＡＣフツーロ (川口市)

(３) 広域スポーツセンター業務

総合型地域スポーツクラブの支援業務

(１) 総合型地域スポーツクラブの設立支援

総合型地域スポーツクラブの育成推進

　埼玉県教育委員会と連携・協力して、地域住民による自主的、主体的な総合型地域ス
ポーツクラブの組織化を図った。

(１) クラブ育成アドバイザーの配置 (1名配置)

(２) 専任指導員の配置 (1名配置)

基本方針

　長年培った選手育成のノウハウを活かし、さらなる競技力向上を図り世界に羽ばたく
彩の国アスリートを育成する。

　県民が健康で活力ある生活を築くため、さらなる県民スポーツの振興を図り、生涯ス
ポーツ社会の実現を目指す。

生涯スポーツ振興事業　【公１】

目標： 健康で明るく豊かな地域社会の実現を目指す。

総合型地域スポーツクラブＢＡＧＵＳ (川口市)

Sorriso ＳＣ (白岡市)

特定非営利活動法人東松山ペレーニアＦＣ (東松山市)

特定非営利法人SCORE 総合型地域スポーツクラブS PROJECT F.C. (川口市)

NPO法人ＭＧスポーツ・春日部 (春日部市)

特定非営利法人フットボールクラブ加須
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イ 運営委員会 ※スポーツリーダーバンクの運営委員会も兼ねる。

参加者： 100名

(２) スポーツボランティアバンクの運営及び運営委員会の開催

募集情報発信状況：28件　　 312名

期　日： 平成24年7月25日(水)　会　場： スポーツ総合センター

登録者研修会

期　日： 平成25年1月27日(日)　　会　場： スポーツ総合センター

生涯スポーツ・相談業務

(１) スポーツリーダーバンクの運営及び運営委員会の開催

平成24年度登録者数　3,740名　　活動依頼数67名　　総依頼数116件

運営委員会 ※スポーツボランティアバンクの運営委員会も兼ねる。

総合型地域スポーツクラブに関わる情報提供

ホームページの掲載・更新

広報啓発用パンフレット等の作成

広報用リーフレットの作成及びクラブ概要調査の実施。

参考 県内の総合型地域スポーツクラブは８５クラブが設立している。

会　場： スポーツ総合センター　　

修了者： 48名(内公認アシスタントマネジャー修了者 40名)

(６) 広報活動

(５) クラブマネジャー・日本体育協会公認アシスタントマネジャー養成講習会の開催

期　日： 講習会　　平成24年6月30日(土)・7月1日(日)

検　定　　平成24年7月 8日(日)

※検定は、公認アシスタントマネジャー資格取得希望者のみ受験。

総合型地域スポーツクラブへのスポーツ指導者等の派遣

事業数： 11 事業　 派遣指導者： 延べ 11 名

期日：平成25年 2月24日(日) 会場：熊谷スポーツ文化公園

スナッグゴルフ交流会(44名)

期日：平成25年 2月25日(月) 会場：森林公園ﾍﾘﾃｲｼﾞ・ﾘｿﾞｰﾄｺﾞﾙﾌｺｰｽ

(４) スポーツ指導者等の派遣

期日：平成24年11月17日(土) 会場：スポーツ総合センター

ミニバスケットボール交流大会(300名)

期日：平成25年1月26日(土) 会場：スポーツ総合センター

テニス交流会(50名)

期日：平成24年 9月26日(水) 会場：さいたま市大宮武道館　

スナッグゴルフ体験・交流会(100名)

期日：平成24年11月10日(土) 会場：東松山市駒形公園

バレーボール交流会(100名)

(オ)

活動発表・体験教室(450名)

期日：平成24年10月13日(土) 会場：スポーツ総合センター

卓球交流大会(80名)

ふぁいぶるクラブフェスタ2012の開催　　　7事業　1124名参加

活動人数：
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43 名 9 日間

19 名 5 日間

33 名 5 日間

21 名 5 日間

27 名 7 日間

名

・ 名 ・ 名 ・ 名

・ 名　　・ 名　　・ 名上級コーチ 253 教　師 256 上級教師 73

参考 日本体育協会公認スポーツ指導者埼玉県登録者数 8,926名(10/1現在)

(１) 競技別指導者資格

指導員 5,657 上級指導員 850 コーチ  753

(オ) 弓道 平成24年10月28日～12月 8日

受講者数　計           143

(２) 日本体育協会公認アシスタントマネジャー養成講習会の開催【Ⅰ-２-(５)に掲載】

(ウ) ソフトボール 平成24年11月18日～12月 1日

(エ) バドミントン 平成24年10月13日～12月 2日

指導員(専門科目)

(ア) バスケットボール  平成24年 9月 9日～12月 2日

(イ) 軟式野球 平成24年 8月11日～12月 8日

(４) 北部地区　　 平成24年7月 5日(木)　 熊谷商工会館

日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会の開催

(１) 日本体育協会公認競技別指導者養成講習会の開催(８月～)

(２) 西部地区　　 平成24年6月29日(金)　 富士見市総合体育館

(３) 南部地区 平成24年7月 4日(水)　 志木市民会館

生涯スポーツ地域振興助成事業の実施

　広域地区のスポーツ振興と地域文化の発展を図るため、二市町村以上の団体が実施を
する交流事業を助成した。　　　　　　　　実施事業数　13市町　21事業

市町村体育協会連絡会議の開催（再掲：Ⅵ―１－（４））

　地域における生涯スポーツの振興を図るため、郡市町村体育協会との意見・情報交換
を行うとともに、関係機関・関係者との連携を強化した。

(１) 東部地区　　 平成24年7月 2日(月)　 吉川市中央公民館

(ウ) 平成24年12月9日(日)  　卓球中高推薦選手(14名)

(エ) 平成25年2月17日(日) 空手道連盟(14名)

開催日及び参加者

(ア) 平成24年11月25日(日)　　陸上中学推薦選手　(8名)

県立飯能・狭山ヶ丘高校陸上部(20名)

(イ) 平成24年12月2日(日) 県立与野高校フェンシング部(12名)

平成24年10月14日(日) スポーツ総合センター　 98

(５) 運動競技者体力測定の実施

実施回数　 5回　　　 参加人数　 計　68名

平成24年6月24日(日)　 スポーツ総合センター　 110

(４) スポーツ医・科学研修会の開催

2講座　98名参加

(３) 生涯スポーツリーダー研修会の開催

4講座　230名参加

平成24年5月13日(日)　 スポーツ総合センター　 120
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6部　中学校女子　　　　62 チーム (6区　12.26km)

大会概要

第5・6部(中学生：兼全国中学校駅伝大会予選)

期　日：平成24年11月10日(土)　会　場：熊谷スポーツ文化公園内

参加チーム及び区間

5部　中学校男子　　　　62 チーム (6区　18.26km)

成果 　埼玉県スポーツ振興計画「彩の国スポーツプラン2010」のキーワード、『する』
『みる』『きわめる』『まなぶ』『ささえる』を実践し、多くの県民がスポーツを
体感することが出来た。

(２) 埼玉県駅伝競走大会

「埼玉県駅伝競走大会実行委員会」
埼玉県教育委員会・公益財団法人埼玉県体育協会・一般財団法人埼玉陸上競技協
会・埼玉県学校体育協会・読売新聞東京本社さいたま支局・さいたま市・上尾市教育
委員会・桶川市教育委員会・北本市教育委員会・鴻巣市教育委員会・行田市教育委員
会・熊谷市・熊谷市教育委員会

スポーツフェスティバル大会　　 1 大会　 6,554 名参加

総計 520 大会 大会参加者総数 414,472

レクリエーション部門　 150 大会 209,920 名参加

県レク協加盟種目団体大会　　　県小体連地区スポーツ大会

ふれあいピック大会 障害者スポーツ大会関係団体

コミュニティー部門 92 大会 35,541 名参加

本会加盟競技団体 県高等学校体育連盟大会

県中学校体育連盟大会 県高等学校野球連盟大会

県スポーツ少年団大会 特別支援学校大会

(１) 平成24年度第25回県民総合体育大会の開催

「埼玉県実行委員会」
埼玉県・埼玉県教育委員会・公益財団法人埼玉県体育協会・埼玉県レクリエーショ
ン協会・埼玉県スポーツ推進委員協議会・各市町村・各市町村教育委員会・各市町村
体育協会・各市町村レクリエーション協会・一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会

大会概要

277 162,457 名参加

(５) 旧資格

スポーツトレーナー2級　 スポーツトレーナー１級  3

県民総合体育大会及び埼玉県駅伝競走大会の開催

スポーツ栄養士　 5

(４) マネジメント指導者資格

アシスタントマネジャー　 118 クラブマネジャー　 7

フィットネストレーナー 50

(３) メディカル・コンディショニング資格

スポーツドクター 144 アスレティックトレーナー 110

(２) フィットネス資格

ジュニアスポーツ指導員 319 スポーツプログラマー 327
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（３） 学校体育団体等補助事業　　　　　　( 7団体)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10部門 489名

スポーツ関係団体運営補助事業の実施

（１） 本会加盟競技団体運営補助事業　　　(47団体)

（２） 本会加盟市町村体育協会運営費補助　(63団体)

マスターズ 21.6km 25名 中学生 10.8km  4名
市民ﾚｰｻｰＢ 32.1km 82名 女子 10.8km 24名
市民ﾚｰｻｰＡ 42.9km 74名 市民ﾚｰｻｰﾏｽﾀｰｽﾞ 21.6km 30名
高校生Ａ 53.7km 55名 市民ﾚｰｻｰＣ 21.6km 81名

参加者数
一般男子 75.3km 77名 高校生Ｂ 21.6km 37名

期　日： 平成24年9月23日(日)　会　場： 秩父市内周回コース

距離及び参加者数
部　門 距離 参加者数 部　門 距離

前年度実績による参加者傷害補償制度加入料の補助　　(＠1,000円×1,201名)

加入促進 1,236名 (平成24年度実績)

（２） 秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会の支援

(３) 県民の日にトレーニング場を無料開放した。　　　　【公４】

スポーツ活動の支援事業の充実

（１） 国民体育大会実施競技団体スポーツ安全管理推進活動の実施。

　国民体育大会参加者傷害補償制度の加入促進を図るとともに、安全意識の向上を
図った。

埼玉県スポーツ振興まちづくり推進会議との提携

(１) スポーツ通勤の促進
　健康の維持増進とリラクゼーション等を図り、環境保護(ＣＯ2の削減)にも期待出
来るスポーツ通勤を促進した。

(２) 「県民スポーツの日」連携事業への支援をした。

5部　中学校男子　　　　越谷市立栄進中学校 (   57′05”)

6部　中学校女子　　　　朝霞市立朝霞第三中学校 (   41′30”)

3部　高校男子　　　　　埼玉栄高校 (2°14′35″)

4部　高校・一般女子　　大東文化大学 (1°11′13″)

成績

1部　一般男子　　　　　八千代工業㈱ (2°11′46″)

2部　市町村男子　　　　埼玉滑川走友会Ａ (2°19′02″)

3部　高校男子　　　　　チーム (新都心―熊谷 6区 42.195km)

4部　高校・一般女子　　チーム (鴻巣―熊谷　 5区　 20.7km)

会場：さいたま新都心駅前～熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

参加チーム及び区間

1部　一般男子　　　　　チーム (新都心―熊谷 6区 42.195km)

2部　市町村男子　　　　チーム (新都心―熊谷 6区 42.195km)

第1～4部

期日：平成25年1月20日(日)　
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三宅　義行(第30回オリンピック競技大会：ウエイトリフティングコーチ)

本　　博国(第30回オリンピック競技大会：ボクシング監督)

伊藤　広道(第30回オリンピック競技大会：レスリング監督)

笹山　秀雄(第30回オリンピック競技大会：レスリングコーチ)

元木　康年(第30回オリンピック競技大会：レスリングコーチ)

井上　謙二(第30回オリンピック競技大会：レスリングコーチ)

加藤　　仁(第30回オリンピック競技大会：ウエイトリフティングコーチ)

三宅　宏実(第30回オリンピック競技大会準優勝：ウエイトリフティング)

川内　優輝(第62回別府大分毎日マラソン大会優勝：陸上競技)

監督・コーチ

原田　良勝(第30回オリンピック競技大会：水泳コーチ)

佐々木則夫(第30回オリンピック競技大会：サッカー監督)

望月　　聡(第30回オリンピック競技大会：サッカーコーチ)

清水　　聡(第30回オリンピック競技大会3位：ボクシング)

山室　光史(第30回オリンピック競技大会準優勝：体操)

加藤　凌平(第30回オリンピック競技大会準優勝：体操)

小原日登美(第30回オリンピック競技大会優勝：レスリング)

米満　達弘(第30回オリンピック競技大会優勝：レスリング)

湯元　進一(第30回オリンピック競技大会3位：レスリング)

会長特別賞

選　手

星　奈津美(第30回オリンピック競技大会3位：水泳)

矢野　喬子(第30回オリンピック競技大会準優勝：サッカー)

熊谷　紗希(第30回オリンピック競技大会準優勝：サッカー)

安藤　　梢(第30回オリンピック競技大会準優勝：サッカー)

栄光楯　 瀬戸　大也(埼玉栄高等学校：水泳競技　)

安藤美希子(平成国際大学：ウエイトリフティング)

嶺井　美穂(東松山市立南中学校：柔道)

奥原　希望(埼玉県立大宮東高等学校：バドミントン)

染谷　香予(帝京大学：空手道)

準優勝  8団体( 61名)　個人40名

三　位 12団体(122名)　個人37名

栄光賞

栄光旗 埼玉栄高等学校　男子　バドミントン部

三　位 個人21名　　　 

入　賞 個人17名

全国大会 優　勝 21団体(185名)　個人85名

優秀選手賞

国際大会 優　勝 個人10名

準優勝 1団体(3名)　個人13名

受賞者総数： 42団体(371名)　　個人320名　　合計691名

功労者表彰

競技団体 37名 郡市体育協会 49名 功労賞総数

顕彰事業
（１） 埼玉県体育賞

期　日： 平成25年3月16日(土) 会　場： さいたま共済会館ホール
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　1　

第4位 33名

第5位 114名 第6位 25名 第7位 32名 第8位 32名

第1位 93名 第2位 60名 第3位 67名

成　績： 競技別天皇杯獲得団体　3競技団体　

埼玉県水泳連盟・埼玉県バドミントン協会、埼玉県ライフル射撃協会

競技別皇后杯獲得団体　2競技団体

一般財団法人埼玉陸上競技協会・埼玉県ライフル射撃協会

入賞者総数：456名

(陸上・ライフル射撃)

(６) 第６７回国民体育大会表彰式

期　日： 平成24年11月15日(木) 会　場： 埼玉会館小ホール

平成24年9月29日(土)～10月9日日(火)　岐阜県岐阜市含む22市10町

成　績：天皇杯　第4位　1,922.0点　　◎競技別天皇杯獲得団体　3競技団体

(水泳・バドミントン・ライフル射撃)

皇后杯　第4位　 899.5点 ◎競技別皇后杯獲得団体　2競技団体

(４) 冬季大会＜スキー＞　(監督・選手31名)

平成24年2月14日(火)～17日(金)　岐阜県高山市

(５) 本大会＜陸上競技含む37競技＞　(監督・選手631名)

平成24年9月13日(木)～17日(月)　(水泳競技)

(２) 関東ブロック大会選手団の編成及び派遣　(33競技　監督・選手749名)

(３) 冬季大会＜スケート・アイスホッケー＞　(監督・選手80名)

平成24年1月28日(土)～2月1日(水)　

愛知県名古屋市・豊橋市・長久手町・岐阜県恵那市

【和光市体育協会】

競技力向上事業 　【公２】

目標： 次代を担う彩の国アスリート並びに世界に羽ばたく彩の国アスリートを育成すると
ともに、天皇杯第３位・皇后杯第５位以内を目指す。

国民体育大会

(１) 埼玉県予選会の実施

（３） 生涯スポーツ功労者表彰(文部科学大臣)【所属団体】　※本会関係者　

大　屋　健　一 【深谷市体育協会】

伊田　登喜三郎 【東松山市体育協会】

髙　篠　友　三 【坂戸市体育協会】

山　﨑　正　治

小　学　校 497名 492名 989名  (515校)
合　　　計 1,085名 1,042名 2,127名(1,133校)

高等学校等 215名 184名 399名  (227校)
中　学　校 373名 366名 739名  (391校)

（２） 公益財団法人埼玉県体育協会体育優良児童生徒表彰

　スポーツ全般において優秀な成績を収めた生徒や、敬愛を受け真に他の生徒の模範
となる生徒を表彰した。

表彰者数 男　子 女　子 合　計　(学校数)
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各競技団体と連携して、定期的・継続的な一貫指導によるトレーニングを実施し、
県内の優秀なジュニア選手を早期に発掘し、彩の国アスリートを育成した。

(２) タレント発掘育成事業【委託】(プラチナキッズ発掘育成事業)

　県内の小学４年生を対象に、体力・運動能力が特に優れた子供達を発掘、前年度
に認定した５・６年生と合わせ育成することが出来た。

・バドミントン1　・ラグビーフットボール1　・山岳3　・カヌー1

・アーチェリー1　・なぎなた1　・スケート1　・スキー1

成果 競技団体と選手が所属するクラブとの連携・強化を図ることが出来た。

ジュニア育成補助事業

(１) 彩の国ジュニアアスリートアカデミーの実施(36競技　2,977名)

競技団体指定クラブ強化事業

指定クラブ数28競技62クラブ

・陸上2　・水泳12　・サッカー2　・テニス3　・ボート1　・ホッケー5　

・ボクシング1　・バレーボール2　・体操競技1　・バスケットボール1

・レスリング2　・ハンドボール1　・ソフトテニス1　・卓球4　・野球3

・相撲1　・馬術6　・フェンシング1　・柔道2　・ソフトボール1

(２) 競技別支援スタッフの派遣

会長指名派遣　16競技17名　(本大会16名・冬季大会1名)

支援スタッフ派遣　34競技34名(本大会33名・冬季大会1名)

競技団体負担支援役員・コーチ派遣　16競技65名

成果 　現場におけるドーピング対策や応急処置のほか、選手が安心して競技に挑む環境
を整えることが出来た。

スポーツ環境整備事業(冬季競技重点施策)
　強化訓練会場(施設)の無い冬季競技に対し、強化訓練に不可欠なスポーツ活動の会場
を確保し強化を図った。

支援スタッフサポート事業

(１) 医学サポートスタッフ派遣補助事業

競技団体帯同スポーツドクター・トレーナー派遣　13競技16名

　競技力の向上とスポーツマンシップの下に、フェアプレー精神の高揚を図り埼玉県
を代表するに相応しい選手の育成・強化を図った。

(２) アスリート育成強化事業(37競技)
　国民体育大会をはじめ国内外の競技大会で活躍できる選手を対象に、より厳しい環
境の中で実践的な強化訓練をし、世界に羽ばたく彩の国アスリートを育成した。

第２期強化訓練事業(22競技)
　本大会で達成できなかった課題を精査し、第６８回国民体育大会に向けて新たな戦力
(選手)の発掘と育成を行った。

（7） 国民体育大会功労賞特別表彰(公益財団法人日本体育協会)

平成24年度は該当者なし

第１期強化訓練事業

(１) 本大会強化訓練事業(37競技)
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合計 18日　延べ 367名

アーチェリー 北本市体育センター
平成24年12月 8日(土)

56名
平成24年12月15日(土)

なぎなた 県立武道館
平成24年 9月 2日(日)

19名
平成24年12月 2日(日)

ライフル射撃 栄北高校
平成25年 2月16日(土)

48名
平成25年 3月 2日(土)

山岳(クライミング) 加須市民体育館
平成25年 1月 5日(土)

52名
平成25年 1月12日(土)

フェンシング 埼玉栄高校
平成24年11月25日(日)

44名
平成24年12月24日(月)

弓道 県立武道館 平成24年12月23日(日) 28名

ウエイトリフティング スポーツ総合センター
平成25年 1月20日(日)

16名
平成25年 2月 3日(日)

自転車(ＢＭＸ) 秩父滝澤サイクルパーク 平成24年11月 4日(日) 20名

ホッケー  飯能市阿須運動公園 平成25年 1月13日(土) 30名

レスリング 埼玉栄高校
平成24年10月21日(日)

21名
平成24年11月 4日(日)

体験教室
種  目 会  場 実施日 参加者

ボート 戸田漕艇場 平成24年10月13日(土) 33名

平成25年3月20日(水) 陸上競技大会 １００ｍ・１０００ｍ・走り幅跳・４００ｍＲ

平成25年3月24日(日)
トップアスリート指導(ウエイトリフティング：三宅宏実氏)

体力測定

平成25年2月23日(土)
身体能力 投力向上の基礎 バドミントン
科学・情報等 総合力(オリンピック教育) 総合力(オリンピック教育)

平成25年1月27日(日)
身体能力 レスリング レスリング
医学 スポーツ障害 スポーツ障害

平成24年12月16日(日)
身体能力 体操・新体操 ライフル射撃
スポーツ心理 スポーツ心理基礎 リラクゼーション・集中

平成24年12月1日(土)
身体能力 跳力向上の基礎 ウエイトリフティング
医学 ドーピングの基礎
食育 食育(補食について)

平成24年11月10日(土)

身体能力 走力向上の基礎 トランポリン
医学 ＪＡＤＡによろドーピング

科学・情報等 子供の発育発達

平成24年8月8日(水)～9日(木) 宿泊研修 団体競技・熱中症対策・食育実地指導・知的能力

平成24年10月20日(土)
身体能力 ラグビー ラグビー
食育 食育の基礎 食育(実践方法)

平成24年7月7日(土)
開講式
トップアスリート指導(卓球：斉藤清氏)
体力測定

平成24年5月27日(日) 走力(上級)
平成24年6月24日(日) オリエンテーション

日時 項目 ４年生　実施内容 ５・６年生　実施内容
平成24年4月21日(土) 投力・跳力(上級)・日誌

認定者 89名 (4年生:29名/5年生:30名/6年生:30名)

育成プログラム

　4月～3月に10回の育成プログラムと宿泊研修を実施。11種目の体験教室の他、
陸上競技の対外試合を実施。

育成プログラム

発掘プログラム　 応募者数 784名 (対象者数 65,529名)
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分科会： ・本大会及び関東ブロック大会に向けた各競技の戦力予想。

・ライバル県の戦力分析と各競技団体における強化策及び情報交換。

・本大会申し込み　・ドーピング防止対策

・監督資格について

研修 『ドーピング防止研修会』　

(２) 国民体育大会必勝対策会議
内　容： 第67回国民体育大会関東ブロック大会突破の見通しと本大会での入

賞予想及び各競技団体の戦力状況と強化策について確認、分析した。

須鴨　一正　氏

参加者： 競技団体関係者　114名

内　容： 講演 『北京オリンピック4×100ｍリレー銅メダルの軌跡』　　　

有川 秀之 　氏

　県教育委員会と連携・協力し、当該年度の国体候補選手、監督、指導者の所属する
高等学校長及び中学校体育連盟会長を強化特別委員として委嘱し、選手の練習環境を
整え、より一層の競技力向上を図った。

埼玉県強化コーチ研修会兼国民体育大会必勝対策会議

(１) 埼玉県強化コーチ研修会

期　日： 平成24年7月3日(火)　　会　場： スポーツ総合センター

日本体育協会公認コーチ取得の促進

取得者：ラグビーフットボール競技　1名　カヌー競技　1名
　第68回国民体育大会(平成25年)より監督等に対する公認スポーツ指導者資格登
録の完全義務化に対応するとともに、競技力向上を担当する公認コーチの養成を
促進した。

埼玉県国民体育大会候補選手強化特別委員の委嘱

国民体育大会候補選手等強化特別委員の委嘱 　　125校 125名　委嘱

女子 1名 3名 ８名 11名 23名

男子 2名 ４名 10名 14名 30名

個人 優　勝 準優勝 3・4位 ベスト8 合　計

女子 1団体 1団体 1団体 1団体 4団体

男子 0団体 2団体 2団体 5団体 9団体

(２) 平成24年度全国中学校体育大会成績　

団体 優　勝 準優勝 3・4位 ベスト8 合　計

女子 4名 8名 ７名 20名 39名

男子 7名 4名 11名 18名 40名

個人 優　勝 準優勝 3・4位 ベスト8 合　計

女子 1団体 0団体 2団体 8団体 11団体

男子 3団体 1団体 6団体 7団体 17団体

団体 優　勝 準優勝 3・4位 ベスト8 合　計

中・高体連育成強化事業の実施
　中・高校の連携により有望選手の早期発掘と県内定着を図り、世界に羽ばたく彩の国
アスリートの登竜門である、全国中学校体育大会や全国高等学校総合体育大会をとおし
て世界に羽ばたく彩の国アスリートを育成した。

(１) 平成24年度全国高等学校総合体育大会成績
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国際大会入賞者数(延べ人数)

 Ⅲ

１

19,199名

(３) 団　員 男子 42,751名 女子 13,099名 合計 55,850名

28団 合計 1,768団

(２) 指導者 更新 16,340名 新規 2,859名 合計

入賞者総数341名(国際大会出場延べ404名)

スポーツ少年団事業 　【公３】

目標： スポーツを通して、次代を担う青少年の健全育成を図るとともに、それらを育む
指導者の養成と資質の向上を図る。

平成24年度埼玉県スポーツ少年団登録状況

(１) 団　数 更新 1,740団 新規

第４位 16名

第５位 32名 第６位 14名 第７位 15名 第８位 15名

優　勝 94名 第２位 75名 第３位 80名

9競技42名

・陸上競技8名　・水泳10名　・ボクシング3名　・体操2名　・ウエイトリフティング2名

・レスリング7名　・フェンシング1名　・バドミントン5名　・ライフル射撃2名　

・近代五種バイアスロン2名　

参考 彩の国アスリートの活躍状況

パネリスト　 松澤　淳子　氏　

司　　　会　 宮内　孝知　氏　

国際競技派遣事業

　本県競技団体所属の選手が、日本を代表して国際大会に出場する際の経費について、
定額補助を行った。

第2日目： 埼玉県スポーツ科学委員会パネルディスカッション

 『スポーツ基本法の実際　　～基本法と行政・クラブ～』　　　　　　

パネリスト　 森　　浩寿　氏　

パネリスト　 加賀谷貴彦　氏　

講　演： 『現場に役立つスポーツと栄養』 亀井　明子　　氏　

 埼玉県スポーツ科学委員会シンポジウム

『トップアスリートへの道』　　　　　　　　　堀出　一夫　　氏　

会 　場： 国立女性教育会館　　参加者：公認指導者235名・競技団体29名

内　 容： 第1日目： スポーツ指導者研修会

講　演： 『マラソン競走に出会って！』　 宇佐美彰朗　　氏　

基調講演 『希望に燃える』　　大高史夫　　氏

成果 本県の競技力を支える支援企業・大学等と競技団体関係者が一堂に会し、更なる競技
力向上のため相互に連携し協力体制が確立できるよう図った。

埼玉県スポーツ指導者研修会

期　 日： 平成25年2月23日(土)～24日(日)

期　日： 平成25年1月11日(金)　　会　場： 浦和ロイヤルパインズホテル

参加者： 支援企業25社31名、競技団体及び本会役員等46名

競技団体長・支援企業等協議会
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会場： 吉見町体育館

期日： 平成24年8月26日(日)

会場： 春日部市庄和体育館

第３５回全国スポーツ少年団剣道交流大会選手選考会

期日： 平成24年12月2日(土)

期日： 平成25年1月12日(土)・13日(日)

会場： さいたま市岩槻文化公園体育館

剣道

第３６回埼玉県スポーツ少年団剣道交流大会

第９回埼玉県スポーツ少年団中学生交流大会

期日： 平成24年8月26日(日)

会場： 熊谷スポーツ文化公園体育館

第１０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

会場： 川越運動公園総合体育館・所沢市民体育館

第７回埼玉県スポーツ少年団キッズ交流大会

期日： 平成24年8月4日(土)･5日(日)

会場： 熊谷スポーツ文化公園体育館　他

会場： さいたま市記念総合体育館

バレーボール

第３１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

期日： 平成24年7月1日(土)・7日(日)

期日： 平成24年6月30日(土)・7月1日(日)

会場： さいたま市記念総合体育館

第１３回ジュニアリーダーバスケットボール交流大会

期日： 平成24年8月5日(日)

期日： 平成24年11月4日(日)・11日(日)・18日(日)

会場： 埼玉スタジアム2002(第２、第３グラウンド)　他

バスケットボール

第３１回ミニバスケットボール交流大会

期日： 平成24年11月23日(祝)

会場： 上谷総合公園 他

サッカー

第４１回埼玉県サッカー少年団大会

第３５回中学生軟式野球交流大会

期日： 平成24年7月29日(日)・8月4日(土)・5日(日)

会場： 吉見総合運動公園

第８回女子団員交流大会

会場： 荒川総合運動公園　他

第３６回小学生軟式野球交流大会

期日： 平成24年10月21日(日)・28日(日)・11月3日(祝)

会場： 県営大宮・第二公園・吉見町総合運動公園

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(１３種目)

軟式野球

第３１回夏季小学生軟式野球交流大会

期日： 平成24年6月10日(日)・16日(土)・17日(日)
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参加者： 7市町　33名(指導者：2名/団員31名)

成果 野外活動を通じて、団員の相互の交流と親睦・協調と協力が図られた。

(２) 第45回埼玉県スポーツ少年団大会

期　日： 平成24年8月24日(金)～26日(日)

会　場： 県立小川げんきプラザ

第２回埼玉県スポーツ少年団体操競技交流大会

期日： 平成24年12月2日(日)

会場： 川越運動公園総合体育館

成果 日頃の団活動の成果と、各地域・団員等の交流を体験することが出来た。

第３０回埼玉県スポーツ少年団駅伝競走大会

期日： 平成25年2月11日(祝)

会場： 朝霞市陸上競技場

体操

第３２回複合種目大会　

期日： 平成24年9月1日(土)・2日(日)

会場： 大滝げんきプラザ

駅伝

中学生 期日： 平成24年8月18日(土)

会場： 熊谷さくら運動公園テニスコート

複合

ソフトテニス

第３３回埼玉県スポーツ少年団ソフトテニス交流大会

小学生 期日： 平成24年8月25日(土)

会場： 熊谷市彩の国熊谷ドーム多目的運動場

会場： 久喜市総合体育館第一体育館

第１９回埼玉県スポーツ少年団バドミントン大会(個人戦)

期日： 平成25年2月23日(土)

会場： 蓮田市総合体育館

会場： 県立武道館

バドミントン

第３１回埼玉県スポーツ少年団バドミントン大会(団体戦)

期日： 平成24年12月1日(土)

会場： 県立武道館

柔道

第３４回埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会

期日： 平成24年8月26日(日)

会場： さいたま市　荒川総合運動公園グラウンド

空手道

第２８回空手道交流大会

期日： 平成24年9月17日(祝)

ソフトボール

第３５回ソフトボール中央大会

期日： 平成24年8月18日(土)・19日(日)
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スポーツ少年団指導者全国研究大会派遣
日本スポーツ少年団創設50周年記念式典のため、平成24年度は開催していない。

ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム

期　日： 平成24年12月9日(日)　

会　場： ホテルグランドパレス(東京都)　

参加者： 254名(51市町村)

成果 種目別大会の今後の運営方法について協議するとともに、相互の情報交換と情報提供
を行い、指導者間の連携強化と意思の疎通が図られた。

(７) 研究大会等派遣

(６) 埼玉県スポーツ少年団指導者現地研修

期　日： 平成25年1月26日(土)・27日(日)　

会　場： 群馬県安中市「ホテル磯部ガーデン」　

期　日： 平成24年8月18日(土) 会　場： スポーツ総合センター

参加者： 23名(内23名認定)

(３) 認定員研修会　　13市町村　13コース　(補助事業)

(４) 母集団研修会　　23市町村　23コース　(補助事業)

(５) 日本体育協会公認体力テスト判定員養成講習会

参加者： 59名(関東①45名／関東②14名)

県本部開催

期　日： 平成24年5月12日(土)　

会　場： スポーツ総合センター　　参加者：35名

　スポーツ少年団の牽引役である認定育成員の資質の向上と活動体制の充実が図れた。

日本本部開催

期　日： 関東ブロック①平成24年10月20日(土)

関東ブロック②平成24年11月10日(日)

会　場： 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都)

期　　間：平成24年6月3日～平成25年2月10日

受講者数：1,685名受講(内　1,199名認定／486名認定保留)

(２) 認定育成員研修会

会　　場：スポーツ総合センター

参 加 者：101名受講(内101名　認定)

コース数：26コース

(１) 認定員養成講習会兼スポーツリーダー養成講習会

　日本スポーツ少年団指導者制度に基づき、単位団活動の指導・運営にあたる指導者
の養成を行った。(検定合格者には日体協公認スポーツリーダー資格が付与された。)

県本部開催 期　　日：平成24年10月27日(土)・28日(日)

(２) 期　日 平成24年7月27日(金)～8月2日(木)(6泊7日)

場　所 東松山市

指導者養成・研修事業

(１) 期　日 平成24年8月1日(水)～8月18日(土)

場　所 ドイツ連邦共和国

派遣者 団員5名　(指導者は茨城県・神奈川県との輪番により派遣)

第39回日独スポーツ少年団同時交流事業
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会　場： 札幌ドーム　他

参加者： 指導者5名　　団員14名　　(杉戸レッドスターズスポーツ少年団)

参加者： 指導者2名　団員4名

(３) 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会

期　日： 平成24年8月2日(木)～6日(月)

(２) 関東ブロックスポーツ少年大会

期　日： 平成２4年８月10日(金)～８月12日(日)

会　場： 茨城県立中央青年の家

期　日： 平成24年8月4日(土)～8月7日(火)

会　場： 鴨川市総合運動施設文化体育館(千葉県)

参加者： 指導者１名　団員　８名

(５) 埼玉県スポーツ少年団リーダー会の育成

地域交流補助事業

 スポーツ少年団活動の活性化と地域交流の促進を図るため、二市町村以上のスポーツ
少年団で実施をする事業に補助をした。　　実施事業数　51市町村78事業

国内交流大会派遣事業

(１) 全国スポーツ少年団大会(ﾘｰﾀﾞｽﾞｱｸｼｮﾝ2012)

期　日： 平成24年11月3日(土)～11月4日(日)

会　場： 愛宕山少年自然の家(山梨県)

参加者： 指導者：1名　リーダー：3名

会　場： 国立オリンピック記念青少年総合センター

参加者： 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

補助事業　　　　　　事業実施数　4市町　4コース

成果 小学生を対象とした将来のジュニア・リーダーの養成を図ることが出来た。

(３) 全国スポーツ少年団リーダー連絡会派遣

期　日： 平成24年9月29日(土)～30日(日)

後期 平成24年12月15日(土)～16日(日)1泊2日

会　場： スポーツ総合センター

参加者： 41名認定

(２) ジュニア・リーダースクールの開講

県本部開催

期　日： 前期 平成24年 8月18日(土)～20日(月)2泊3日

リーダー養成・研修事業

(１) シニア・リーダースクール派遣

期　日： 平成24年8月10日(金)～14日(火)

会　場： 国立中央青少年交流の家(静岡県御殿場市)　参加者：7名(5市町)　

関東ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会派遣

期　日： 平成24年11月10日(土)・11日(日)

会　場： 新横浜フジビューホテル(神奈川県横浜市)
参加者： 指導者協議会委員長1名・副委員長1名・リーダー育成委員

会1名・事務担当者1名
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イ 感謝状　　(1社1名)

埼玉新聞社 スポーツ少年団活動記事を幅広く掲載

池原昭治　氏 50周年記念ポスター、ステッカーのデザインを作成

故　宮田　守夫　氏 二代本部長(昭和63年6月18日～平成14年６月9日)

故　鳥塚　奥見　氏 県内市町村の指導者育成に尽力

故　桑原　　茂　氏 種目別部会の設立に尽力

(３) 記念表彰

特別功労賞　　(4名)

故　高橋庄次郎　氏 初代本部長(昭和37年6月23日～昭和63年6月18日)

日独同時交流を終えて(平成24年度派遣者報告)

第３部 記念パーティー

(２) 記念誌の発行 発行部数 ２，３００部

内　容： 第１部 記念講演

講師：佐々木則夫　氏
　(ﾛﾝﾄﾞﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ　サッカー日本女子代表監督)

和太鼓披露(美里町：万葉の里太鼓スポーツ少年団)

第２部 記念表彰

・日本本部表彰伝達
・平成24年度表彰
・５０周年記念表彰

期　日： 平成２４年１２月９日(日)

会　場： ラフレさいたま

参加者： 式　典 266名 祝賀会 220名

バスケットボール(女子)：大和田ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙスポーツ少年団(新座市)

バドミントン(選抜)：埼玉県選抜

空手道(選抜)：埼玉県スポーツ少年団空手道部会

創立50周年記念事業

(１) 記念式典

会　場： 東金アリーナ　他

参加団： 軟式野球：杉戸レッドスターズスポーツ少年団(杉戸町)

バレーボール：岩槻ジュニアバレーボールスポーツ少年団(さいたま市)

バスケットボール(男子)：F.F.ファイヤーズスポーツ少年団(ふじみ野市)

参加者： 指導者3名　団員12名(宮原ジュニアスポーツ少年団)

(６) 関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会

期　日： 平成24年7月27日(金)～29日(日)

(５) 全国スポーツ少年団バレーボール交流大会

期　日： 平成25年3月23日(土)～26日(火)

会　場： 南国市立スポーツセンター　他(高知県)

期　日： 平成25年3月25日(月)～3月27日(水)

会　場： 佐賀県総合体育館(佐賀県)

参加者： 指導者１名　　団員　７名

(４) 全国スポーツ少年団剣道交流大会
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山　口　二　郎 【さくらだソフトテニススポーツ少年団：久喜市】

下　田　英　吾 【ｼﾞｭﾆｱ・ｱｽﾚﾁｯｸ・ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団：朝霞市】

新　井　基　雄 【北原ウィングススポーツ少年団：和光市】

金　子　由　治 【飯能空手道スポーツ少年団：飯能市】

三　木　栄　二 【大池剣道スポーツ少年団：春日部市】

小　高　日出道 【嵐山ガッツジュニアスポーツ少年団：嵐山町】

設　楽　敏　夫 【長瀞ジャイアンツスポーツ少年団：長瀞町】

中　村　克　己 【川島ライオンズスポーツ少年団：川島町】

三　浦　邦　彦 【戸田リトルジャイアンツスポーツ少年団：戸田市】

日本スポーツ少年団顕彰（50周年記念式典で伝達）

浅　見　邦　男 【長鶴サッカースポーツ少年団：鶴ヶ島市】

河　内　秀　男 【新堀スピリッツスポーツ少年団：新座市】

杉　本　圭　右 【霞ファイヤーズスポーツ少年団：川越市】

北部：  9市町13名 東部： 13市町  25名

合計： 45市町93名

埼玉県スポーツ少年団表彰（50周年記念式典内で実施）

期　　日：平成24年12月 9日(日) 会　　場： ラフレさいたま

受賞者数：南部： 　13市町43名 西部： 16市町村24名

2日目 スポーツ交流・プール

3日目 鉄道博物館見学

成果 　東日本大震災後、自由に外遊びやスポーツ活動をする事ができない福島県の子供た
ちにスポーツや外遊びを通して本県スポーツ少年団団員との交流を深めてもらう事が
できた。

参加者： 福島県スポーツ少年団

埼玉県スポーツ少年団

内　容： 1日目 レクリエーション・スポーツ交流

出田良彦(さいたま市)　　町田章司(さいたま市)　　風間正義(さいたま市)
坂場勝利(さいたま市)　　関根美智夫(さいたま市)　長谷川司(さいたま市)
最上則彦(川口市)　　　　田中一光(川口市)　　　　小澤敏明(草加市)
滝沢正明(蕨市)　　　　　渡部寿夫(戸田市)　　　　蕪木行雄(朝霞市)
浅見　一則(志木市)　　　田中靖彦(新座市)　　　　飯野康夫(和光市)
須永薫(鴻巣市)　　　　　富田豊仁(鴻巣市)　　　　高橋守(上尾市)
石上宗弘(上尾市)　　　　森功(上尾市)　　　　　　小林和市(桶川市)
松本元美(北本市)　　　　金澤勝(川越市)　　　　　高橋福治(川越市)
伊藤正和(所沢市)　　　　市野彰俊(飯能市)　　　　奥冨孝二(ふじみ野市)
浅見邦男(鶴ヶ島市)　　　牧本征雄(日高市)　　　　小山　政司(越生町)
嶋野憲治(東松山市)　　　小澤弘(小川町)　　　　　石原清(嵐山町)
荻田芳信(川島町)　　　　齊藤凱之(滑川町)　　　　田代勝三(秩父市)
武藤邦夫(秩父市)　　　　金谷惠次(本庄市)　　　　馬場力三(深谷市)
高岡宮十郎(越谷市)　　　福田重則(久喜市)　　　　飯島祐紀夫(久喜市)
岸輝美(久喜市)　　　　　井上泰年(蓮田市)　　　　峯下満義(幸手市)
野口英夫(白岡市)　　　　鈴木茂憲(白岡市)　　　　吉田忠文(宮代町)
小林昭男(杉戸町)　　　　八代善彦(松伏町)

東日本大震災復興祈念スポーツ交流事業　　　　　　　　　　　※【公１】

期　日： 平成２４年８月２日(木)～４日(土)

会　場： スポーツ総合センター

功労者　　　(50名)
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卓球競技 平成24年12月 9日(日) 参加者12名

(２) 国体候補選手の問診票による健康管理。

陸上競技 平成24年11月25日(日) 参加者 8名

フェンシング競技 平成24年12月 2日(日) 参加者12名

内禁止薬物件数12剤　(医療用医薬品5剤・一般用医薬品7剤)

成果 国体ドーピング検査の対象者になった選手はいずれも陰性であった。

国体選手（彩の国アスリート）の健康管理事業

(１) 国体候補選手の体力測定及びメディカルチェック並びに心理・栄養サポート事業の実施

期　間： 平成24年4月～平成25年3月

薬物問合せ件数164件　延444品目

内　訳： 医療用医薬品327剤・一般用医薬品87剤・サプリメント等30品目

会　場： 埼玉会館大ホール

参加者： 国体出場選手・監督・競技団体役員

(3)･(4)では競技会外ドーピング検査対象選手・監督への直前指導を実施

(５) ドーピング防止ホットライン問合せ

参加者： 国体出場競技団体(理事長・強化委員長・監督)

(４) 第67回国民体育大会結団式・壮行会

期　日： 平成24年9月19日(水)

(３) 第67回国民体育大会埼玉県選手団監督選手選考会議・監督会議

期　日： 平成24年9月5日(水)

会　場： スポーツ総合センター

期　日： 平成24年7月10日(火)

会　場： 埼玉会館大ホール

参加者： インターハイ選手・監督・コーチ

会　場： スポーツ総合センター

参加者： 国体関係競技団体(理事長・強化委員長・監督・コーチ)

(２) 全国高等学校体育大会埼玉県選手団結団式

アンチ・ドーピング教育啓発事業

　高等学校総合体育大会・国民体育大会結団式及び国民体育大会選手選考会議、各種研
修会等でドーピング防止教育・啓発研修を実施する。

(１) 選手強化コーチ研修会兼国民体育大会必勝対策会議

期　日： 平成24年7月3日(火)

尾　崎　　豊 【吉見西ｳｲﾝｸﾞｽ女子ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｽﾎﾟｰﾂ少年団：吉見町】

速　水　友　益 【宮代町スポーツ少年団：宮代町】

スポーツ科学研究事業 　【公２】

目標： スポーツを医学的・科学的・コーチングの見地から研究し、競技力の向上と県民の
健康の増進と生涯スポーツの振興を図る。
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「アンチ・ドーピングの啓発と国体帯同」　　　　講師：小林正幸　氏

(４) シンポジウム及びパネルディスカッション(Ⅱー１３－(２)に掲載)

スポーツ指導者研修会において、指導者の資質向上に関するシンポジウムを行うと
ともに、パネルディスカッションを行う。

参加者： 137名

内　容： 「トップアスリートのコンディショニングにおける栄養補給について」

講師：酒井リズ智子　氏

「スポーツ活動時の水分・栄養補給の最新情報」　大塚製薬㈱竹下浩一　氏

原口高司　氏

助言者： 有川秀之　氏

(３) ビクトリーサミット

期　日： 平成24年12月16日(日) 会　場： 大宮法科大学院大学ビル講堂

参加者： 県内空手道指導者　73名

内　容： 基本形及び指定形の指導法

講　師： 竹川達男　氏

浦和コミュニティセンター

参加者： 51名

(２) 第20回コーチングセミナー(空手道)

期　日： 平成25年2月11日(祝) 会　場： 県立武道館

参加者： 53名

第2回 期　日： 平成25年3月28日(木) 会　場：

研修会・講習会の開催

(１) 顧問医・トレーナー・競技団体関係者合同研修会(２回)

第1回 期　日： 平成24年9月24日(月) 会　場： 浦和コミュニティセンター

(４) スポーツドクター代表者会議

期　日： 平成25年3月2日(土)

(３) ドクターズ・ミーティング

期　日： 平成24年9月28日(金)

本大会 ３名

冬季大会 ２名

(２) 医学サポートスタッフの派遣補助事業【Ⅱ―５－(１)に掲載】

※JADA認定品に変更するよう指導。

国民体育大会帯同ドクター派遣

(１) 派遣者

会期前 １名

実施数： 34競技787名
結　果： 注意対象者　12競技27名

※26名は既往症。1名が医療機関により検査。(結果問題無)

サプリメント使用者　5競技22名

(３) 国民体育大会埼玉県選手(候補含む)の問診票によるメディカルチェックの実施
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Ⅴ

1

Ⅵ

1

ア

第五回 平成25年 3月 8日(金) スポーツ総合センター

第三回 平成24年 9月 4日(火)　 スポーツ総合センター

第四回 平成24年12月18日(火) スポーツ総合センター

総務委員会

第一回 平成24年 5月21日(月) スポーツ総合センター

第二回 平成24年 8月 3日(金) スポーツ総合センター

第二回　　 平成25年 3月18日(月) スポーツ総合センター

(４) 市町村連絡会議　(Ⅰ―５に掲載)

(５) 専門員会

定例第四回 平成25年 3月15日(金) スポーツ総合センター

(３) 加盟団体協議会

第一回　　 平成24年 5月29日(火) スポーツ総合センター

定例第二回 平成24年 9月 7日(金) スポーツ総合センター

定例第三回 平成24年12月21日(金) スポーツ総合センター

定例第一回 平成24年 5月23日(水) スポーツ総合センター

臨時　　　 平成24年 8月 7日(火) スポーツ総合センター

臨時　　　 平成25年 3月22日(金) ブリランテ武蔵野

(２) 理事会

臨時　　　 平成24年 4月19日(木) スポーツ総合センター

県体育協会運営事業 

諸会議

(１) 評議員会

定時　　　 平成24年 5月30日(水) 浦和ロイヤルパインズホテル

ﾄ ﾚ ｰ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ 場 32,090 名 宿 泊 施 設 10,652 名
庭 球 場 6,317 名 計 150,325 名

体 育 館 40,951 名 講 堂 研 修 室 38,977 名
多 目 的 室 13,361 名 そ の 他 7,977 名

(３) トレーニング場利用者講習会　(月２回)
　トレーニング場を個人利用するための講習会を行った。

参考 施設利用者数

施 設 利 用 者 数 施 設 利 用 者 数

(１) 施設利用に係る受付業務

　体育施設、研修施設、宿泊施設の利用について、年間の利用調整、利用申請の
受付、施設使用料の徴収などを行った。

(２) 施設設備の維持管理

　建物や設備の維持管理を行うとともに、業務委託契約に係る業務進捗状況等の確認
を行った。

スポーツ総合センター運営事業 　【公４】

スポーツ総合センターの管理・運営
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(カ) パネルディスカッションパネリスト打合せ会議1回

指導者委員会

期日：平成24年12月5日(水) 会場：スポーツ総合センター

コーチング 4回

(エ) アンチ・ドーピング小委員会2回

(オ) 顧問医・トレーナー・競技団体合同研修会運営委員会2回

(ウ) 専門部会

スポーツ科学 3回

スポーツ医学 3回

　(イ)　3専門部会連絡会議

第一回 平成24年6月26日(火) 浦和コミュニティーセンター

第二回 平成25年3月26日(火) 浦和コミュニティーセンター

(ア) スポーツ科学委員会

第一回 平成24年6月19日(火) 浦和コミュニティーセンター

第二回 平成25年3月13日(水)　 浦和コミュニティーセンター

期日：平成24年8月21日(火) 会場：スポーツ総合センター

施設委員会

期日：平成25年2月26日(火) 会場：スポーツ総合センター

スポーツ科学委員会

期日：平成24年11月19日(月)・20日(火)・21日(水)

会場：スポーツ総合センター

普及委員会

期日：平成25年2月26日(火) 会場：スポーツ総合センター

広報委員会

期日：平成24年 6月 1日(金) 会場：県民健康センター

第67回国民体育大会埼玉県選手団監督選手選考会議・監督会議

期日：平成24年 9月5日(水) 会場：スポーツ総合センター

第68回国民体育大会競技別強化対策会議

(ウ) 競技力向上事業関係諸会議

第1回選手強化対策委員会及び競技団体強化・経理担当者合同説明会

期日：平成24年 4月25日(水) 会場：スポーツ総合センター

選手強化対策特別委員会

第二回 平成24年 9月 5日(水) スポーツ総合センター

第三回 平成24年12月14日(金) スポーツ総合センター

第三回 平成25年 1月16日(水) スポーツ総合センター

(イ) 常任委員会

第一回 平成24年 4月25日(水) スポーツ総合センター

第一回 平成24年 4月25日(水) スポーツ総合センター

第二回 平成24年 9月 5日(水) スポーツ総合センター

選手強化対策委員会

(ア) 強化対策委員会
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第一回 平成24年 6月15日(金) 会場： スポーツ総合センター

第二回 平成25年 1月23日(水) 会場： スポーツ総合センター

期日： 平成25年3月15日(金) 会場： スポーツ総合センター

スポーツ指導者協議会

(ア) 理事会

埼玉県スポーツ少年団大会 1回

ジュニアリーダースクール 2回

(オ) 市町村スポーツ少年団事務担当者会議

50周年　式典部会 6回

50周年　事業部会 11回

50周年　広報部会 12回

種目別担当者会議 2回

50周年実行委員会 5回

50周年推進本部会議 3回

指導者委員会 5回

リーダー育成委員会 8回

指導者協議会 1回

(エ) スポーツ少年団専門委員会等
育成広報委員会 7回

事業委員会 7回

南部： 平成24年11月25日(日) 新座市ふるさと新座館野火止公民館(新座市)

北部： 平成24年12月 1日(土) 埼玉グランドホテル本庄(本庄市)

(ウ) ブロック本部長会議

東部： 平成24年11月17日(土) 市民プラザかぞ(加須市)

西部： 平成24年11月18日(日) フレサよしみスカイホール(吉見町)

(イ) 代議員会

平成24年6月 8日(金) 県民健康センター

臨時 平成24年6月20日(水) スポーツ総合センター

第四回 平成24年12月 9日(日) ラフレさいたま

第五回 平成25年 3月 8日(金) スポーツ総合センター

第三回 平成24年10月19日(金) スポーツ総合センター

臨　時 平成24年11月28日(水) スポーツ総合センター

第一回 平成24年 5月25日(金) スポーツ総合センター

第二回 平成24年 7月 6日(金) スポーツ総合センター

期日：平成25年 2月26日(火) 会場：スポーツ総合センター

(７) その他

スポーツ少年団

(ア) 本部員会

物品等請負業者選定委員会

期日：平成24年 8月 3日(金) 会場：スポーツ総合センター

期日：平成25年 2月22日(金) 会場：スポーツ総合センター

加盟審査委員会

(６) 諮問委員会
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5 自己財源の確保

(１) 一般寄付

(２) 賛助会員制度の充実

平成24年度賛助会員 個人　55名　　団体　41団体 1,865,000円

スポーツ活動における安全管理

(１) 体育協会主催行事にかかる賠償責任保険制度の活用

(２) スポーツ傷害保険の活用

(３) リスクマネジメントに係る研修会の促進

(６) 東京2020オリンピック・パラリンピック招致活動への支援

本会および加盟８２団体の支援決議文を提出(日本体育協会へ)

横断幕、幟旗の設置およびＰＲポスターの掲示

広報誌「スポーツ埼玉」へのＰＲロゴの掲載

体育協会・武道館祭りの開催（Ⅶー２－（１）に掲載）　　　　【公１】

(４) スポーツ少年団「スポーツともだち仲間たち」の発刊(各6,000部)【公３】

　№30～№32の作成及び県内登録団等への配布。

(５) 懸垂幕の設置
　懸垂幕を設置し、本会キャッチフレーズの啓発活動に取り組んだ。また、ロンドン
オリンピックに出場した本県関係選手の氏名や記録などを掲示し、県民がスポーツへ
の関心を高めるよう努めた。

　ホームページを活用し、ブログ式による各種情報の提供をはじめ、スポーツ大会や
スポーツ活動を撮影した写真提供などの充実を図った。

(３) キャッチフレーズの活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【公１】

各種諸事業での横断幕の活用。

封筒への刷り込み。

スポーツ少年団種目別大会等での明記(掲示)。

広報・普及活動事業

(１) ｢スポーツ埼玉｣誌の発刊(各5,000部)　　　　　　　　　　　　　【公１】

　№259、№260の作成及び県内スポーツ関係機関等に配布。

(２) IT及びホームページの活用と充実　　　　　　　　　　　　　 　　【公１】

参加者： 96名

特別功労賞 森　正博　氏　　　酒井　徹　氏　　　荻野和雄　氏
島田宏二　氏　　　針谷和子　氏

功　労　賞　 １０名(各競技別・地域別・領域別協議会から)

(イ) 埼玉県スポーツ指導者協議会創立40周年記念祝賀会

期　日： 平成25年3月3日(日) 会場： 東武バンケットホール上尾
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Ⅶ

1

2

Ⅷ 収益事業　【収１】

1

平成25年2月24日(日) 参加者 114名

大宮公園スポーツランド（飛行塔）の運営

利用者数　　約40,000名

(２) 元旦初稽古会 平成25年1月1日(祝)      参加者 ４競技　464名

(３) 県立武道館「オリンピック競技大会柔道メダリストの青少年柔道講習会」

　埼玉県立武道館の指定管理　　　【公１】

株式会社サイオーとの共同事業体により、埼玉県立武道館の指定管理を行う。

　株式会社サイオーとの共同事業体により、県民サービスの向上と日本古来のスポーツ
である武道の普及・振興を図った。

県立武道館の主催事業について協力・支援を行う。

　利用率の向上と、スポーツへの親しみや地域との連携を醸成するため、自主事業の活
動を支援した。(支援内容：野外テント設営費・参加賞の提供)

(１) 体協・武道館祭り　　平成24年5月20日(日)　　　　 参加者 1,363名
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