
施策項目 育成重点事項及び具体施策

　１　組織機能の充実・強化  ◎日本本部「第10次育成６か年計画（アクションプラン2017）」の周知
 　　・主な変更箇所及び変更の趣旨等の周知（※詳細別紙）
 ◎各部会・ワーキンググループとの連携
 　　・県本部「育成５か年計画」の施行･周知
 　　・県本部「団活動の指針」の周知・内容検討
 ○各市町村（郡市単位組織）との連携
 　　・「WEB登録システム」の市町村支援
　 　・各郡市単位連絡協議会・指導者協議会の支援

 指導育成部
　１　指導者育成と資質向上  ◎指導者資格の取得促進

 　　・認定員養成講習会の開催
　 　　（前期：５～６月８コース、後期：10～11月４コース　計12回）
 　　・複数有資格指導者（２人以上）配置の継続
　 　・女性指導者の認定員資格取得促進
 　　・日体協公認スポーツ指導者制度改定に伴う日本スポーツ少年団指導者制度
　 　　改定への対応検討
 ◎指導者の研修促進（県指導協運営委員会と連携）
 　　・指導者等研究協議会（認定員等再研修会）の開催（県北･中央・県南）
 　　・アクティブ・チャイルド・プログラム（ACP）普及講習会の開催
 　　・「スポーツ少年団登録者処分基準（暴力・暴言の根絶等）」の周知

　２　団員加入と活動継続促進  ○団員の加入促進及び中・高校生活動継続の促進
 　　・「スポーツ少年団登録規程」改定の周知

　３　育成母集団活動の充実  ○育成母集団活動の活性化支援
 　　・育成母集団研修会の実施（認定員等再研修会と合同実施）

　４　リーダー養成と活動の充実  ○リーダー資格取得及び県リーダー会への加入促進
　 　・「リーダー研修会、リーダーの集い」等の開催
 　　・県リーダー会への加入促進、リーダー未設置市町村への働きかけ
 　　・各種研修会等への派遣・活用
 　　　（※H29は、「北海道・東北ブロックリーダー研究大会」本県開催）

　５　関係機関・団体等との連携  ○学校、行政、各競技団体、総合型地域スポーツクラブ等との連携促進
　 　・対外試合参加数、活動休止日設定に向けた連絡会等の開催

 活動開発部
　１　交流活動の充実  ○県内事業の充実及び国内・国際交流活動への参加促進

 　　・県スポーツ少年大会（ジュニアリーダースクール）等の開催
 　　・競技別交流大会の開催
 　　・各種交流大会、東北・全国スポーツ少年大会、研修会等への派遣
 　　・日独同時交流派遣・受け入れ（※H29は、東成瀬村受け入れ）

　２　オリンピック・ムーブメントの  ◎全国一斉スポーツ少年団活動の実施
　　　推進  　　・「フェアプレイ宣言」の奨励、「フェアプレイ大賞」参画の奨励

 　　・「あくしゅ・あいさつ・ありがとう」の推進
 　　・全団一斉クリーンナップ活動の実施

　３　幼少期活動の普及・開発  ◎アクティブ・チャイルド・プログラム（ACP）の普及
 　　・各市町村、各単位団への普及支援（ACP講師派遣等）

 広報普及部
　１　広報活動の充実・強化  ◎紙媒体、電子媒体による広報活動の充実

 　　・県広報紙「スポーツ少年秋田」の発行（年２回：９月、３月）
 　　・県版「スポーツの楽しさと豊かさを求めて」の活用・内容検討
 　　・印刷物及びホームページ等による日本本部・県本部の動向等の広報

平成29年度秋田県スポーツ少年団育成重点事項

育成テーマ　　　　フェアプレイで秋田を元気に！
　　　　　　　　　　　―　　「あくしゅ・あいさつ・ありがとう」の推進　―

 総　務　部

◎は、今年度の最重点事項　　　



１．団員対象事業

事　　　業　　　名 開催別 期　日 場　　　　　所
１．県内交流大会
　　（１）第54回秋田県スポーツ少年大会 主　催 7/28～30 田沢湖スポーツセンター
　　（２）第40回秋田県スポーツ少年団大会 （９種目） 主催･競技

　　　　○サッカー 同　上 5/14～15 TDK総合スポーツセンター
5/20～21
6/10～11

　　　　○柔道 同　上 7/30 大仙市ふれあい体育館
　　　　○バレーボール 同　上 7/29～30 県営トレーニングセンター
　　　　○軟式野球 同　上 8/7～10 さきがけ八橋球場

(予備日8/11～12）

　　　　○ラグビー 同　上 9/23～24(予定) 大潟村ラグビー場
　　　　○水泳 同　上 8/20 五城目町屋内温水プール
　　　　○卓球 同　上 12/2 県立体育館
　　　　○ミニバスケット 同　上 1/6～7 県立体育館

1/8～9 CＮＡアリーナ★あきた
　　　　○スキー 同　上 矢島スキー場

同　上 田沢湖スキー場
同　上 花輪スキー場

２．東北交流大会
　　（１）第48回東北ブロックスポーツ少年大会 派　遣 8/3～5 山形県（飯豊少年自然の家）
　　（２）東北ブロックスポーツ少年団競技別交流大会
　　　　○サッカー 主　催 7/16～17 秋田県（西目カントリーパークサッカー場）

　　　　○軟式野球 派　遣 7/8 岩手県
(予備日7/9)

　　　　○柔道 派　遣 12/2～3 岩手県（岩手県営武道館）
　　　　○ミニバスケット 主　催 3/10～11 秋田県（ＣＮＡアリーナ★あきた・県立体育館）
３．全国交流大会
　　（１）第55回全国スポーツ少年大会 派　遣 7/28～31 新潟県（国立妙高青少年自然の家他）　
　　（２）全国競技別交流大会
　　　　○第15回全国バレーボール交流大会 同　上 男子3/25～27 群馬県（ALSOKぐんまアリーナ）

同　上 女子3/25～28 群馬県（ALSOKぐんまアリーナ）
　　　　○第40回全国剣道交流大会 同　上 3/25～27 東京都（東京武道館）
　　　　　　秋田県代表（大館・北秋田地区）
　　　　○第39回全国軟式野球交流大会 同　上 8/3～6 宮城県
　　　　＊第41回全日本少年サッカー大会決勝大会 同　上 12/下旬 鹿児島県
　　　　○第39回全国ホッケー交流大会 同　上 8/4～7 山口県（玖珂総合公園人工芝グラウンド他）
４．リーダー養成
　　（１）全国スポーツ少年団リーダー連絡会 派　遣 9/30～10/1 東京都(オリンピック記念青少年総合センター)
　　（２）北海道・東北スポーツ少年団リーダー研究大会 主　催 10/7～9 秋田県（交流センターユースパル）
　　（３）ジュニア・リーダースクール 同　上 7/28～30 秋田県（田沢湖スポーツセンター）
　　（４）シニア・リーダースクール 派　遣 8/3～7 静岡県（国立中央青少年交流の家）
　　（５）リーダーの集い 主　催 随時 秋田県スポーツ科学センター
５．日独同時交流
　　（１）受け入れ（秋田県分） 委　託 8/1～8/5 東成瀬村
　　（２）派遣　　　　・事前研修 派　遣 5/4～5 東京都オリンピック記念青少年総合センター
　　　　　　　　　　 　・ドイツ 同　上 7/31～8/17 ドイツ
６．スポーツ少年団モデル育成事業 委　託 平成29年度 横手市・北秋田市・潟上市
　　　　　　　　　　　　　        　　　　（3年次）

平成29年度　事業計画



２．指導者対象事業
事　　　業　　　名 開催別 期　日 場　　　　　所

１．認定員養成講習会
　　前期　県北地区　・6/10～11（大館市）

　　後期　県南地区  ・11/11～12（大仙市）

２．全県指導者研究協議会 主　催 12/9 （秋田市）秋田県社会福祉会館
３．全国スポーツ少年団指導者協議会 派　遣 6/16～17 東京都（岸記念体育会館）
４．第22回スポーツ少年団指導者全国研究大会 派　遣 6/18 東京都（ホテルグランドパレス）
５．幼児期からのアクティブ・チャイルド・プログラム普及促進研修会 主　催 12/2 大仙市（仙北ふれあいセンター）
６．郡市指導者研修会（育成母集団研修会を含む） 主催・地区 県内各郡市ごとに
７．ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム 派　遣 12/10 新潟県（アートホテル新潟駅前）
８．認定育成員研修会 同　上 11/18 宮城県（TKP仙台カンファレンスセンター）
９．認定員（指導者等）の再研修 主催・地区 10月～2月 県内４会場
10．秋田県スポ少の表彰（個人・団体） 主　催 4/28 「委員総会」秋田ビューホテル
　　日本スポ少の顕彰 委　託 4/28
　　　・表彰状・登録指導者・市町村団体・感謝状・退任指導者

11．事務担当者
　　（１）全市町村担当者会 主　催 3/下旬 秋田県スポーツ科学センター
　　（２）全国事務担当者会 派　遣 5/24 東京都（岸記念体育会館）

３．広報部
事　　　業　　　名 開催別 期　日 場　　　　　所

（１）「スポーツ少年秋田」発行年２回 9月、3月 全県市町村（単位団）
（２）「スポーツ少年団の現状」発行 3月
（３）委員会・講習・研修等の資料作成 随時

４．育成上の諸会議・研修会等
事　　　業　　　名 開催別 期　日 場　　　　　所

１．秋田県関係
　　（１）委員総会（年２回） 主　催 4/28・3/ 秋田市（秋田ビューホテル）・未定
　　（２）常任委員会（年５回予定） 同　上 4･6･12･2・3月 秋田市
　　（３）専門部会（年３～４回予定） 同　上 5月～3月 秋田市
　　（４）競技委員会（年１～２回企画・反省） 同　上 5月～3月 秋田市
２．秋田県指導者協議会関係
　　（１）指導協運営委員会（年３回） 主　催 5・7・12月 秋田市
３．東北ブロック、全国関係
　　（１）東北体育関係代表者会議 派　遣 5/10 宮城県（ホテル白萩）
　　（２）北海道・東北ブロック会議 同　上 2/1～2 山形県（山形国際ホテル）
　　（３）東北ブロック連絡協議会 同　上 12/14～15 山形県（山形国際ホテル）
　　（４）全国委員総会 同　上 6/　・3/ 東京都
　　（５）東北指導者研究協議会 同　上 11/16～17 宮城県（仙台ガーデンパレス）
　　（６）全国指導者協議会 同　上 6/16～17 東京都（岸記念体育会館）

５．登録事務
　　（１）単位団　　　市町村本部へ　　　　　　　　　　期限　６月末日
　　（２）市町村　　　秋田県本部へ　　　　　　　　　　期限　７月末日
　　（３）県本部　　　日本スポーツ少年団へ 　　　　期限　９月末日

　　　　　　中央地区　・6/24～25（由利本荘市）・5/27～28・6/3～4・6/10～11・6/24～25秋田市）
　　　　　　県南地区　・5/27～28（横手市） ・6/3～4（湯沢市）

　　　　　　中央地区  ・10/28～29・11/24～26秋田市）
　　　　　　県北地区  ・11/18～19（能代市）


