
事　業　名 期　日 会　場 備　考

平成28年6月4日 シダックス・ホール（東京都） 本部長出席

平成29年3月4日 TKPガーデンシティ渋谷（東京都） 本部長出席

北信越・東海ブロック会議 平成29年2月9日～10日 アートホテル新潟駅前 本部役員2名出席

平成28年5月21日 静岡交通ビル

平成28年10月15日 静岡交通ビル

平成29年2月25日 静岡交通ビル

平成28年6月10日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成29年3月8日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成28年6月10日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成28年12月16日 長良川スポーツプラザ（岐阜市）

平成29年3月8日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成28年5月20日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成28年6月30日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成28年10月17日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成28年12月5日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成29年2月27日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成28年5月10日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

平成28年10月25日 瑞浪市総合文化センター（瑞浪市） 県指導者研修会会場視察

平成29年1月16日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

市町村本部長会議 平成28年5月7日 ホテルリソル岐阜 市町本部長21名参加

県体協・６県事務所合同会議 平成28年4月18日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

各都道府県事務担当者会議 平成28年5月25日 岸記念体育会館（東京都）

各市町村事務担当者会議 平成28年4月11日 岐阜メモリアルセンター（岐阜市）

事　業　名 期　日 会　場 備　考

指導者研修会

認定員研修会

地区大会

リーダー研修会

事　業　名 期　日 会　場 備　考

第43回日独スポーツ少年団同時交流（派遣） 平成28年7月31日～8月17日 ヴュルテンベルク州（ドイツ） 団員1名派遣

第43回日独スポーツ少年団同時交流（受入） 平成28年7月26日～30日 中濃地区 第1訪問県

第43回日独スポーツ少年団同時交流事前研修会 平成28年5月4日～5日 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 団員1名派遣

第43回日独スポーツ少年団同時交流 平成28年6月11日～12日 団員1名派遣

東海ブロック事前研修会 平成28年6月11日 受入市町村事務担当者派遣

第44回日独スポーツ少年団同時交流派遣者選考会 平成29年2月4日 岐阜メモリアルセンター　特別応接室 指導者2名、団員6名選考

２．スポーツ活動の充実及び推進

（１）国際交流活動事業

各地区

地域交流促進事業
母集団育成事業
種目別指導者研修会

指導委員会

県委員総会

県常任委員会

県総務企画委員会

（２）地区及び市町村の組織の充実・強化

地区組織強化事業

市町村組織強化事業 各市町村

静岡県立焼津青年の家（静岡県）

平成28年度スポーツ少年団　事業報告

１．スポーツ少年団組織の充実・強化
（１）諸会議

日本委員総会

東海ブロック連絡協議会理事会

年間

年間



事　業　名 期　日 会　場 備　考

小学生団体：大和町剣道（郡上市）

中学生男子：吉田華連（関市）

中学生女子：平野未和（美濃市）

第14回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 平成29年3月25日～28日 福井市体育館（福井県） 女子：華陽（岐阜市）

事　業　名 期　日 会　場 備　考

指導者1名・リーダー5名

・団員14名派遣

第28回東海ブロックスポーツ少年団

競技別交流大会（ニュースポーツ）

第28回東海ブロックスポーツ少年団

競技別交流大会（男子バレーボール）

第28回東海ブロックスポーツ少年団

競技別交流大会（サッカー）

第28回東海ブロックスポーツ少年団
競技別交流大会（女子ソフトボール）

第38回全国スポーツ少年団軟式野球交流

大会東海大会

事　業　名 期　日 会　場 備　考

第48回岐阜県スポーツ少年団大会 平成28年8月16日～18日 位山自然の家（飛騨地区） 指導者4名・団員61名参加

第38回全国スポーツ少年団軟式野球交流

大会岐阜県大会

小学生団体18チーム

中学生男子72名

中学生女子57名　参加

第14回全国スポーツ少年団バレーボール 各地区代表男子8チーム

交流大会岐阜県大会 女子11チーム参加

地区大会（地区組織強化事業） 年間 各地区 13コース実施

地域交流促進事業（市町村組織強化事業） 年間 各市町村 17コース実施

運動適性テストの実施 年間 各市町村 6,573人実施

事　業　名 期　日 会　場 備　考

第45回姉妹県青少年ふれあい事業 平成28年7月22日～25日 鹿児島県 団員2名参加

関市十六所グラウンド（中濃地区）

浅中公園総合グラウンド（岐阜県）
岐阜県代表：
蜂屋（美濃加茂市）

平成28年11月26日～27日 広見公民館、広見小学校（可茂地区）

平成28年11月20日 不参加小笠山総合運動公園ＥＣＯＰＡ（静岡県）

第47回東海ブロックスポーツ少年大会

平成28年12月18日 岡崎市勤労者体育センター（愛知県）
岐阜県代表：
鵜沼第二バレー（各務原
市）

鈴鹿青少年センター（三重県）

平成28年12月18日
岐阜県代表：
各務原ＴＣ（各務原市）

出場団なし

第39回全国スポーツ少年団剣道交流大会 平成29年3月25日～27日 愛知県武道館（愛知県）

県立彦根総合運動場（滋賀県）

（３）東海ブロック事業

（２）全国事業

指導者1名・団員8名派遣

平成28年9月17日～19日

第54回全国スポーツ少年大会 平成28年7月28日～31日
香川県立五色台少年自然センター
（香川県）

第38回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 平成28年8月5日～8日

平成28年9月17日～19日 鈴鹿青少年センター（三重県） 東海スポ少大会と同時開催

岐阜メモリアルセンター（岐阜県）

平成28年11月12日
第39回全国スポーツ少年団剣道交流大会
岐阜県大会

平成28年6月26日

（４）岐阜県事業

平成28年5月28日～29日 各地区代表8チーム参加

清見Ｂ＆Ｇ海洋センター（飛騨地区）

（５）少年団体連絡協議会事業



事　業　名 期　日 会　場 備　考

全国指導者協議会 平成28年6月24日～25日 岸記念体育会館（東京都） 指導委員長出席

第21回指導者全国研究大会 平成28年6月26日 ホテルグランドパレス（東京都） 指導者4名派遣

認定育成員研修会（愛知会場） 平成28年10月29日 愛知県教育会館 指導者26名派遣

ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム 平成28年12月4日 品川プリンスホテル 指導者1名派遣

幼児期からのアクティブ・チャイルド・プログラム普及講習会

（岐阜県会場）

幼児期からのアクティブ・チャイルド・プログラム講師講習会 平成28年12月23日～25日 愛知県武道館（中地区） 指導者5名派遣

東海ブロック指導者研究協議会 平成28年11月19日～20日 プラトンホテル四日市（三重県） 指導者3名・リーダー3名派遣

スポーツリーダー養成講習会 県内各地

兼スポーツ少年団認定員養成講習会 （委託12コース・独自3コース）

県指導者研修会 平成28年11月19日 瑞浪市総合文化センター 指導者等220名参加

指導者研修会（地区組織強化事業） 年間 各地区 6コース実施

認定員研修会（地区組織強化事業） 年間 各地区 15コース実施

種目別指導者研修会（市町村組織強化事業） 年間 各市町村 6コース実施

事　業　名 期　日 会　場 備　考

シニア・リーダースクール 平成28年8月4日～8日 国立中央青少年交流の家（静岡県） リーダー7名派遣

第21回東海ブロックリーダー研究大会 平成29年2月18日～19日 愛知県青年の家（愛知県） 指導者2名・リーダー10名参加

ジュニア・リーダースクール 平成28年7月21日～23日 岐阜市少年自然の家（岐阜市） 団員35名参加

リーダー研修会（地区組織強化事業） 年間 各地区 12コース実施

事　業　名 期　日 会　場 備　考

母集団育成事業（市町村組織強化事業） 年間 各市町村 16コース実施

事　業　名 期　日

広報活動 年間

リーフレット・ガイドブック等の活用 年間

ホームページの活用 年間

事　業　名 期　日 会　場 備　考

日本スポーツ少年団顕彰伝達表彰式 平成28年11月19日 瑞浪市総合文化センター（東濃地区） 市町村1団・指導者6名表彰

岐阜県スポーツ少年団顕彰表彰式 平成28年11月19日 瑞浪市総合文化センター（東濃地区） 単位団3団・指導者63名表彰

事　業　名 期　日 会　場 備　考

クラブ・スポ少合同交流大会 平成29年1月15日 岐阜メモリアルセンター 190名申込（降雪のため中止）

総合型クラブとの連携事例の収集・提供 年間

５．単位スポーツ少年団及び指導者の顕彰

（３）育成母集団の養成・育成

４．広報活動の充実

備　考

各新聞社への事業開催案内等

日本スポーツ少年団発行広報物の配布

情報提供

全国リーダー連絡会 平成28年9月24日～25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2名派遣

平成28年7月16日

平成28年11月6日 岐阜メモリアルセンター 岐阜県指導者85名参加

３．指導者・リーダー・育成母集団の養成・育成

６．総合型地域クラブとの連携・協働

（２）リーダーの養成・育成

スポーツ少年団「LIVE ON SEMINAR」 稲羽コミュニティセンター（各務原市） 指導者74名参加

（１）指導者の養成・育成

年間 日本体育協会委託事業


