
（基本方針）

（重点項目）

１，全国大会
事　　業　　名 期　　　日 開催場所 参加人数 備　　　考

第55回全国スポーツ少年大会 H29．7月28日（金）～31日（月）
国立妙高青少年自然の家
（新潟県）

指導者1名
団員5名

スポーツ少年団有資格指導者
中・高校生5名
※但し、本部長推薦として小学6年生の
ジュニア・リーダー資格保持者も可

第39回全国スポーツ少年団
軟式野球交流大会

H29.8月3日（木）～6日（日） 東松島市（宮城県）
指導者2名
団員14名

スポーツ少年団有資格指導者2名以上
小学生4～6年生
（東海地区予選上位2チーム）

第40回全国スポーツ少年団
剣道交流大会

H30.3月25日（日）～27日（火） 東京武道館（東京都）
指導者1名
団員7名

スポーツ少年団有資格指導者
県剣道交流大会上位入賞者
（団体戦小学生5名、個人戦中学生2名）

第15回全国スポーツ少年団
バレーボール交流大会

【女子】H30.3月25日（日）～28日（水）
【男子】H30.3月25日（日）～27日（火）

ALSOKぐんまアリーナ　他
（群馬県）

指導者3名
団員12名

スポーツ少年団有資格指導者
ならびに日体協、日本バレーボール協
会、日本小学生バレーボール連盟が共
催するの指導者資格
県バレーボール大会
上位入賞チーム
女子：1チーム（全国48チーム）
男子：1チーム（ブロック10チーム）

２，東海スポーツ大会
事　　業　　名 期　　　日 開催場所 参加人数 備　　　考

第48回東海ブロックスポーツ少年大会 H29.8月19日（土）～21日（月）　　　　　　
静岡県立焼津青少年の家
（静岡県）

20名程度 スポーツ少年団登録団員、指導者

ニュースポーツ：上記スポーツ少年大会同日
静岡県立焼津青少年の家
（静岡県）

スポーツ少年団登録団員、指導者

サッカー：Ｈ29.12月16日（土）
　　　　　　予備日：12月23日（土）

阿久比スポーツ村陸上競技場
（愛知県）

監督1名・コーチ2
名・スコアラー1名、
選手20名以内

スポーツ少年団登録団員、指導者

ソフトボール：H29.11月3日（祝・金）
　　　　　　　　予備日：11月5日（日）

浅中公園総合グラウンド
（岐阜県）

監督1名・コーチ2
名・スコアラー1名、
選手16名以内

スポーツ少年団登録団員、指導者

バレーボール：H29.12月17日（日） 川越町体育館（三重県）
監督・コーチ・マ
ネージャー各1名、
選手12名以内

スポーツ少年団登録団員、指導者

第39回全国スポーツ少年団軟式
野球交流大会 東海ブロック予選

H29.6月10日（土）
予備日：6月11日（日）

名古屋外国語大学・学芸大学
口論議運動公園野球場
（愛知県）

指導者2名
団員14名

スポーツ少年団有資格指導者2名以上
団員は小学4～6年生

３，県大会
事　　業　　名 期　　　日 開催場所 参加人数 備　　　考

第26回軟式野球交流大会
H29.4月29日(土）・30日(日）
予備日：5月3日（祝・水）

伊勢市倉田山公園野球場　他
（伊勢市）

16チーム
競技団体における
地区予選会により選出

第25回バドミントン交流大会 H29.6月25日（日）
三重県営サンアリーナ
（伊勢市）

4名以上6名以内
でチーム編成

参加制限なし

第26回ソフトボール交流大会
H29.8月6日(日）
予備日：8月20日（日）

鈴鹿川河川緑地運動施設
（鈴鹿市）

小学生団体15名
以内で編成

参加制限なし
女子東海大会出場枠有

第26回剣道交流大会
H29.10月9日(祝・月）
予備日：12月2日（土）

四日市中央緑地第1体育館
（四日市市）

団体戦
個人戦

参加制限なし

第15回バレーボール交流大会
平成29年10月22日（日）・10月29日（日）
【男子・女子】

22日：芸濃総合文化センター
29日：白山総合体育館【男女】
（津市）

団体戦
男子東海大会出場枠有
女子全国大会出場枠有

第23回ミニバスケットボール交流大会 H29.12月2日（土） 三泗

監督・コーチ・マ
ネージャー各1名・
選手10名以上15名
以内　8チーム

競技団体における
地区予選会により選出

第25回卓球交流大会 H29.12月3日（日）
津市安濃総合体育館
（津市）

団体戦 参加制限なし

第47回三重県スポーツ少年大会 H29年度中 未定（北ブロック） チーム戦
参加制限なし
混合チームでの出場可

第29回東海ブロックスポーツ少年団
競技別交流大会

平成2９年度三重県スポーツ少年団事業計画書

　三重県スポーツ少年団は､ 三重県体育協会の基本方針に基づき､ スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活発化をはかり､ 青少年にスポーツを振興し､ もって青少年の心身の
健全な育成に資するように取り組む｡

1,スポーツ活動を通じた青少年健全育成を図るため、スポーツ少年団の加入促進と拡充に努める。



４，指導者養成
事　　業　　名 期　　　日 開催場所 参加人数 備　　　考

H29.10月21日（土）

H29.11月18日（土）

H29.10月28日（土）

H29.11月19日（日）

H29.10月28日（土）

H29.11月12日（日）

H29.11月11日（土）

H29.11月25日（土）

東海ブロックスポーツ少年団
指導者研究協議会

H29.11月18日（土）～19日（日） ※指導協事業

H29.11月18日（土）～19日（日） ※市町委託事業

H29.10月28日（土）～29日（日） ※市町委託事業

H29.9月9日（土）～10日（日） ※市町委託事業

H29.11月18日（土）～19日（日） 松阪市嬉野生涯学習センター（松阪市） ※市町委託事業

H29.10月21日（土）～22日（日） ※市町委託事業

母集団育成事業 H29.6月11日（日） ※市町委託事業

５，リーダー養成
事　　業　　名 期　　　日 開催場所 参加人数 備　　　考

全国スポーツ少年団リーダー連絡会 H29.9月30日（土）～10月1日（日）
国立オリンピック記念青少年総
合センター（東京都）

指導者1名
リーダー1名

日本スポーツ少年団
シニア・リーダースクール

H29.8月3日（木）～7日（月）
※前泊：H29.8月2日（水）

国立中央青少年交流の家
（静岡県）

3名
スポーツ少年団登録団員
ジュニアリーダー認定者又は所定の活
動単位数を満たした者（高校生以上）

第22回東海ブロックスポーツ少年団
リーダー研究大会

H30.3月17日（土）～18日（日）
三重県立鈴鹿青少年センター
（三重県）

指導者2名
リーダー20名

三重県スポーツ少年団
ジュニア・リーダースクール

H29.7月8日（土）～9日（日）
三重県立鈴鹿青少年センター
（三重県）

約40名 小学5年生以上～中学生まで

ジュニア・リーダー研修会 Ｈ29.11月4日（土）～5日（日）
三重県立鈴鹿青少年センター
（三重県）

約40名 ※三重県リーダー会実施事業

６，国際交流事業
事　　業　　名 期　　　日 開催場所 参加人数 備　　　考

派遣：H29.7月31日（月）～8月17日（木） ドイツ 団員2名

スポーツ少年団登録団員
シニアリーダー認定者もしくは所定の活
動単位の合計が20単位以上の者
16～22歳までの者

受入：H29.7月22日（土）～8月7日（月）
≪東海ブロック受入：7月24日(月）～8月5日(土)≫

四日市市 10名 三重県受入期間7/28（金）～8/1（火）

2017年日独スポーツ少年団指導者交流
（受入）

受入：H29.10月29日（日）～11月10日（金） 津市 10名 三重県受入期間11/4（土）～7日（火）

派遣者事前研修会：【指導者】5月3日（水）～5日（金）・【団員】5月4日（木）～5日（金）　東京都･国立オリンピック記念青少年総合センター
※東海ブロック事前研修会6月17日（土）～18日（日）　長良川スポーツプラザ　 受入市町担当者・派遣者・県事務担当者

７，地域活動
事　　業　　名 期　　　日 開催場所 参加人数 備　　　考

地域交歓会 H29年4月～H30.2月末 県内10ブロックで実施

体力テスト

８，会議等
事　　業　　名 期　　　日 開催場所 参加人数 備　　　考

第1回　H29.4月24日（月） - －

第2回　H29.6月2日（金） - －

第3回　H29.11月 - －

第4回　H30.3月 - －

第1回　H29.6月3日（土） 1名
第2回　H30.3月 1名

日本スポーツ少年団事務担当者会議 H29.5月24日（水） 岸記念体育館（東京都） 1名 事務担当者

日本スポーツ少年団ブロック会議
（北信越・東海ブロック）

H30.2月8日（木）～9日（金） ホテルリソル岐阜（岐阜県） 3名 本部長・会長・事務担当出席

第1回　H29.5月20日（土） 岐阜メモリアルセンター（岐阜県） ５名 役員・事務担当

第2回　H29.10月21日（土） 十六プラザ（岐阜県） ５名 役員・事務担当

第3回　H30.2月中旬 岐阜県 ５名 役員・事務担当

H29.5月中旬 津市内
H30.3月中旬 津市内
H29.5月中旬 津市内
H30.3月中旬 津市内

市町事務担当者会議 H29.4月12日（水） 三重交通 G　スポーツの杜鈴鹿　水泳場会議室

資格有効期限が2018年3月31日および
2018年9月30日の者を対象

スポーツ少年団認定員養成講習会
（兼スポーツリーダー養成講習会）

アクトシティ浜松　研修センター（静岡県）

愛知県教育会館（愛知県）

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ（東京都）

木曽岬町庁舎等（木曽岬町）

ピュアリティまきび(岡山県）

TKP仙台カンファレンスセンター（宮城県）

西会場 ： 前期：H28年10月16日(金)
　　　　　　　　　　～18日(日）

　　　   　　後期：H28年12月5日（土）
　　　　　　　　　　～6日(日）

日本体育協会（東京都）

芸濃総合文化センター（津市）

滋賀県立体育館（滋賀県）

認定育成員資格
取得希望者はこ
の講習会から取
得する。

認定育成員研修会

東会場 ： 前期：H28年10月9日(金)
　　　　　　　　　　～11日(日）

　　　   　　後期：H28年11月21日（土）
　　　　　　　　　　～22日(日）

農村環境改善センター（鈴鹿市）

ホテルマイステイズ大阪コンファレンスセンター（大阪府）

小俣総合体育館　柔剣道場（伊勢市）

各市町・各単位団で実施

三重県スポーツ少年団本部長出席

公認ジュニアスポーツ指導員
養成講習会

明和町中央公民館（明和町）

日本スポーツ少年団常任委員会

委員総会

常任委員会

東海ブロックスポーツ少年団連絡協議会

北海道立総合体育センター（北海道）

TKP博多駅前シティーセンター（福岡県）

日本スポーツ少年団委員総会

岸記念体育館（東京都）

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ（東京都）

TKPガーデンシティ渋谷（東京都）

第44回日独スポーツ少年団
同時交流事業

日程・会場未定


