
<令和 3 年度> 

生涯スポーツ委員会 
 

令和３年 10月 13日(水)  13時 30分 
グランシップ 10F 会議室 1003 

 
[内   容] 
 

１ 令和２・３年度（公財）静岡県スポーツ協会生涯スポーツ委員会について 

  (１)生涯スポーツ委員会委員について 

(２)事業の概要について 

 

２ しずおかスポーツフェスティバルについて 

  (１)令和２年度第 14回しずおかスポーツフェスティバルの報告について 

  (２)令和３年度第 15回しずおかスポーツフェスティバルの開催(経過)について 

   ・新型コロナウイルス感染症に伴う対応および開催状況について 

   ・運営（事務処理と補助金〈負担金〉）処理について 

   ・toto助成事業（県費負担金）に関する今後の対応について 

   ・その他（各種作成物等について） 

 

３ 公認スポーツ指導者関係について 

  (１)(公財)日本スポーツ協会公認スポーツ指導者登録者数について 

  (２)令和３年度(公財)日本スポーツ協会公認コーチ１等養成事業について 

  (３)静岡県スポーツ指導者研修会について 

   

４ 総合型地域スポーツクラブについて 

  (１)静岡県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会について 

  (２)登録、認証制度について 

 

５ スポーツ団体ガバナンスコードについて 

 

６ その他 

   ・スポーツ人材活用推進事業「しずおかスポーツ人材バンク」について 

   ・学校体育実技指導協力者派遣事業について 

   ・ジュニアアスリート発掘・育成事業 
 
 
 
 

（公財）静岡県スポーツ協会 

 



No 役職 選出区分 出欠 No 役職 選出区分 出欠

1 委員長 ○ 片瀬　徹 中地連 ○ 24 委員 ○ 興梠　正人 静岡市 ○

2 副委員長 ○ 諏訪部　豊 東地連 ○ 25 〃 中村　好男 島田市 ×

3 〃 ○ 釜下　一浩 西地連 × 26 〃 ○ 原田　洋一郎 焼津市 ○

4 委員 片山　元洋 沼津市 ○ 27 〃 櫻井　泰夫 藤枝市 ×

5 〃 小松　憲一 熱海市 × 28 〃 原木　哲夫 牧之原市 ○

6 〃 ○ 弓場　重和 三島市 ○ 29 〃 杉本　昇 吉田町 ○

7 〃 伏見　由治 富士宮市 × 30 〃 上野　俊裕 川根本町 ×

8 〃 稲本　多津郎 伊東市 × 31 〃 丸山　統也 浜松市 ×

9 〃 ○ 田中　豊 富士市 ○ 32 〃 ○ 河島　直明 磐田市 ○

10 〃 杉山　政司 御殿場市 ○ 33 〃 鈴木　勉 掛川市 ○

11 〃 - 下田市 - 34 〃 匂坂　幸子 袋井市 ○

12 〃 安田　明 裾野市 ○ 35 〃 ○ 野末　雅彦 湖西市 ×

13 〃 鈴木　葉子 伊豆市 × 36 〃 漢人　隆弥 御前崎市 ○

14 〃 石井　精一 伊豆の国市 ○ 37 〃 横山　正美 菊川市 ×

15 〃 遠藤　尚男 東伊豆町 × 38 〃 佐藤　昭一 森町 ○

16 〃 鈴木　泰斗 河津町 × 39 〃 水野　誠 県ス局スポ振 ○

17 〃 河合　伸明 南伊豆町 × 40 〃 八木　裕真 県教委健体課 ○

18 〃 土屋　義喜 松崎町 ×

19 〃 石川　貴行 西伊豆町 ×

20 〃 杉﨑　正 函南町 ×

21 〃 立川　勝彦 清水町 ○

22 〃 伏見　利幸 長泉町 ×

23 〃 臼井　芳廣 小山町 ×

令和３年度 第1回生涯スポーツ委員 出席者一覧

氏　名 氏　名

令和3年10月8日現在



生涯スポーツ委員会規程 

 

（総則） 

第１条 この規程は、公益財団法人静岡県スポーツ協会（以下「本会」という。）定款第

36条の規定に基づいて生涯スポーツ委員会（以下「委員会」という。）に関することを

定める。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、県内における生涯スポーツの普及・振興を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業について、理事会の承認を得て処

理する。 

（１）スポーツ指導者の養成と活用 

（２）地域及び職域における各種スポーツクラブの育成 

（３）スポーツ研修会・講習会の開催 

（４）スポーツにおける安全の普及と啓発 

（５）しずおかスポーツフェスティバルの開催に関すること 

（６）その他委員会の目的達成に必要な事業 

 

（組識） 

第４条 委員会は、原則として次の委員をもって組織する。 

（１）本会理事から選出された委員 

（２）市町体育・スポーツ協会から選出された委員 

（３）スポーツ指導者協議会から選出された委員 

（４）静岡県及び静岡県教育委員会が選出する委員 

（５）前記のほか会長が委嘱する委員 

 

（役員） 

第５条 委員会に次の役員を置く。 

（１）委員長   １名 

（２）副委員長  若干名 

（３）常任委員  若干名 

 

第６条 委員長は、代表理事が総務委員会に諮って指名する。 

２ 副委員長は、委員長が指名する。 

 

第７条 委員長は、委員会を代表し業務を統轄する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。 

 

第８条 常任委員は、委員会において選出する。そのほかに、委員長は、委員会の承認を

経て若干名の常任委員を指名することができる。 

 

（任期） 

第９条 委員の任期は、本会定款第 25条の規定を準用する。 

 

（会議） 

第 10 条 委員会は、委員長が招集し議長となる。 

 



第 11 条 委員会の議決は、出席委員の過半数による。可否同数のときは議長が決める。 

 

（常任委員会） 

第 12 条 常任委員会は、第５条の役員をもって組織する。 

 

第 13 条 常任委員会は、委員長が招集し議長となる。 

 

第 14 条 常任委員会は、業務を執行し委員会から委任された事項及び緊急を要する事項

を処理する。 

 

（しずおかスポーツフェスティバル県実行委員会） 

第 15 条 しずおかスポーツフェスティバルの実施のため県実行委員会を置く。 

２ 実行委員会の細則は、委員会の議を経て別に定める。 

 

（スポーツ指導者協議会） 

第 16 条 委員会にスポーツ指導者協議会を置く。 

２ スポーツ指導者協議会の細則は、委員会の議を経て別に決める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成 17年８月９日より施行する。 

２ この規程は、平成 19年４月６日より施行する。 

３ この規程は、平成 19年６月１日より施行する。 

４ この規程は、公益財団法人静岡県体育協会の設立の登記の日（平成 24年４月１日）

から施行する。 

５ この規程は、平成 28年４月１日より施行する。 

６ この規程は、平成 31年４月１日から施行する。 

７ この規程は、令和２年４月１日より施行する。 

 

 

 



No 役職 選出区分 No 役職 選出区分

1 委員長 ○ 片瀬　徹 中地連 24 委員 ○ 興梠　正人 静岡市

2 副委員長 ○ 諏訪部　豊 東地連 25 〃 中村　好男 島田市

3 〃 ○ 釜下　一浩 西地連 26 〃 ○ 原田　洋一郎 焼津市

4 委員 片山　元洋 沼津市 27 〃 櫻井　泰夫 藤枝市

5 〃 小松　憲一 熱海市 28 〃 原木　哲夫 牧之原市

6 〃 ○ 弓場　重和 三島市 29 〃 杉本　昇 吉田町

7 〃 伏見　由治 富士宮市 30 〃 上野　俊裕 川根本町

8 〃 稲本　多津郎 伊東市 31 〃 丸山　統也 浜松市

9 〃 ○ 田中　豊 富士市 32 〃 ○ 河島　直明 磐田市

10 〃 杉山　政司 御殿場市 33 〃 鈴木　勉 掛川市

11 〃 - 下田市 34 〃 匂坂　幸子 袋井市

12 〃 安田　明 裾野市 35 〃 ○ 野末　雅彦 湖西市

13 〃 鈴木　葉子 伊豆市 36 〃 漢人　隆弥 御前崎市

14 〃 石井　精一 伊豆の国市 37 〃 横山　正美 菊川市

15 〃 遠藤　尚男 東伊豆町 38 〃 佐藤　昭一 森町

16 〃 鈴木　泰斗 河津町 39 〃 水野　誠 県ス局スポ振

17 〃 河合　伸明 南伊豆町 40 〃 八木　裕真 県教委健体課

18 〃 土屋　義喜 松崎町

19 〃 石川　貴行 西伊豆町

20 〃 杉﨑　正 函南町

21 〃 立川　勝彦 清水町

22 〃 伏見　利幸 長泉町

23 〃 臼井　芳廣 小山町

令和２・３年度 生涯スポーツ委員一覧

氏　名 氏　名

○印については、生涯スポーツ委員会 正副委員長・常任委員



令和 2・3年度 生涯スポーツ委員会の要点について 

  

 (1) しずおかスポーツフェスティバルの企画と開催 

 (2) 公認スポーツ指導者養成講習会及び研修会の開催 

 (3) 市町体育・スポーツ協会が担う総合型地域スポーツクラブの活動支援 

 (4) 「スポーツ人材バンク」を活用し地域のスポーツ振興を図る 

 (5) 実技指導者の派遣による小学生の体力向上、部活動の支援を図る 

 (6) ジュニアスポーツクラブの構築と活性化による、ジュニア選手の発掘と育成 

 



種　　目 期 日 対　象 会　場

1 沼津市 タグラグビー 中止（9月） 小学生、中学生、高校、一般 愛鷹広域公園スポーツ広場

2 合気道 11月15日 中学生以上の男女 沼津市民体育館

3 ダンススポーツ 中止（5月24日） 一般男女(個人・団体戦) 沼津市民体育館

4 弓道(高校男子) 10月3日 高校男子 静岡県立沼津商業高等学校・沼津市立沼津高等学校

5 ボウリング 中止（10月） 小学生以上 ジョイランドボウル原

6 フェンシング 中止（9月20日） フルーレ・団体戦 沼津勤労者体育センター

7 ボート 中止（11月1日） ボート教室・体験レース 沼津市吉田町地先　狩野川御成橋～永代橋

8 ボート 中止（8月2日） オーシャンダブル・カヤック、シングルスカル 沼津市岡一色地内門池公園特設会場

9 柔道 中止（10月25日） 小学生、中学生、高校、一般 沼津市勤労者体育センター

10 サッカー(シニア) 中止（12月13日） シニアサッカー(40歳～60歳) 愛鷹広域公園スポーツ広場

11 テニス 中止（10月11日） 団体戦(男女混合) 愛鷹運動公園テニスコート

12 ソフトテニス 中止（11月22日） ９ペアによる団体戦 愛鷹広域公園テニスコート

13 空手道 中止（11月8日） 幼年～シニア(学年・男女) 沼津市民体育館

14 ソフトボール 10月11,18,24日 中学生 沼津市

15 熱海市 卓球 中止（11月21日） 中学生、高校生、一般 南熱海マリンホール

16 三島市 女子フットサル 10月18日 小学校女子、中学生女子 三島市南二日町人工芝グラウンドフットサルコート

17 バドミントン 9月27日 団体戦 三島市民体育館

18 バスケットボール 中止 成年男女、壮年の部 未定

19 富士宮市 バレーボール 11月1日 一般男女、親睦 富士宮市内体育館

20 グラウンド・ゴルフ 9月16日 一般男女 富士宮市外神スポーツ広場公園

21 ライフル射撃(大口径) 11月15日 成年男女 西富士射場

22 ソフトボール 8月30日,9月6日 一般女子 山宮ふじざくら球技場

23 剣道 中止 一般男女 未定

24 伊東市 陸上競技 中止（10月18日） 小学生～一般 伊東高校グラウンド

25 テニス 中止（9月22日） テニス教室、交流試合 小室山テニスコート

26 富士市 なぎなた 中止（10月） 演技、試合、リズムなぎなた 富士市立富士体育館

27 ボウリング 11月15日 ２人チーム戦 ラウンドワン富士店

28 武道 中止（11月21日） 演武会、体験交流 富士市立富士体育館

29 少林寺拳法 中止 一般

30 バレーボール 中止 家庭婦人 未定

31 ソフトボール 8月16,23日 小学生 富士川緑地公園グラウンド

32 スポーツチャンバラ 中止

33 御殿場市 馬術 8月28日～30日 障害飛越・馬場馬術・パラドレサージュ 御殿場市馬術・スポーツセンター

34 銃剣道 11月21日 小・中学生、高校生、一般男女 御殿場市体育館

35 ソフトミニバレーボール 中止 混合、女子 御殿場市体育館

36 バレーボール 中止 壮年 御殿場市体育館

37 ボクシング 中止 成年・少年 および 幼年

38 ソフトボール 9月20日 壮年 御殿場市営南運動場

39 下田市 ビーチバレー 中止（10月18日） 一般男女 下田市吉佐美大浜海岸

40 グラウンド・ゴルフ 中止（10月18日） 一般男女 下田市敷根公園グラウンド

41 陸上競技 中止（11月8日） トラック・フィールド 下田市敷根公園グラウンド

42 バレーボール 11月22日 一般 下田市立下田小学校、下田市民スポーツセンター

43 水泳 中止（10月25日） 幼児～高齢者 下田市敷根公園屋内温水プール

44 ビーチサッカー 10月17日 一般 下田市吉佐美大浜海岸

45 テニス 11月14日 中学生以上のテニス愛好者 下田市敷根公園テニスコート

46 ゴルフ 中止 ゴルフ愛好家 伊豆下田カントリークラブ

47 弓道 中止（11月15日） 個人戦、団体戦 下田市敷根公園弓道場

48 バスケットボール 中止（10月） 中学生、高校生・一般の各部 未定

49 裾野市 ボウリング 10月25日 未就学児～一般 富士パークレーンズ

50 バドミントン 中止（9月） 一般 裾野市民体育館

51 ７人制ラグビー 10月11日 小学生ミニラグビー 裾野市運動公園陸上競技場

52 クレー射撃 10月11日 トラップ射撃・スキート射撃 裾野市クレー射撃場

53 武術太極拳 中止 太極拳・武術・気功 未定

54 ソフトボール 10月25日 一般男子 裾野市総合グラウンド

55 軟式野球 11月28日 中学一年生 裾野市営球場ほか４会場

令和２年度　第14回しずおかスポーツフェスティバル〈東部地域開催一覧〉
開催（主管）市町



種　　目 期 日 対　象 会　場

令和２年度　第14回しずおかスポーツフェスティバル〈東部地域開催一覧〉
開催（主管）市町

56 伊豆市 ソフトバレーボール 中止 男女混合 伊豆市狩野ドーム

57 ペタンク 10月24日 一般 伊豆市修善寺グラウンド

58 伊豆の国市 バレーボール 中止 小学生～一般

59 ゲートボール 中止 一般 韮山運動公園多目的広場

60 弓道(中学生・一般男女) 10月25日 一般、中学生 狩野川リバーサイドパーク弓道場

61 東伊豆町 フットサル(U12) 7月5日 高校生以上 東伊豆町立体育センター

62 新体操 8月9日 小学生～社会人 静岡県立稲取高等学校

63 河津町 剣道 中止（9月22日） 小学生、中学生 河津町立河津中学校体育館

64 グラウンド・ゴルフ 中止

65 南伊豆町 ニュースポーツ体験教室 中止 幼児～お年寄りまで 南伊豆役場駐車場

66 バレーボール 中止 一般 南伊豆町立南伊豆中学校

67 グラウンド・ゴルフ 10月22日 一般 南伊豆町青野川ふるさと公園グラウンド

68 空手道 中止（12月） 幼児、小学生、中学生 南伊豆武道館

69 松崎町 ボウリング 中止（11月） 小・中学生、一般男女 松崎ボウリングセンター

70 西伊豆町 ビーチバレーボール 中止 一般男女

71 ビーチ綱引き 中止 小・中学生、一般男女

72 函南町 バレーボール 中止 一般 函南町体育館

73 武道祭 中止（9月） 演武会、体験 函南町文化センター大ホール

74 清水町 パークゴルフ 中止 一般男女 清水町狩野川ふれあい広場パークゴルフ場

75 弓道(高校女子) 10月3日 高校女子 静岡県立沼津商業高等学校・沼津市立沼津高等学校

76 長泉町 ホッケー(6人制) 中止（10月18日） 小学生、中学生、高校、一般 長泉町竹原グラウンド

77 小山町 パークゴルフ 11月4日 18才以上の静岡県民 小山町パークゴルフ場

78 ソフトバレーボール 中止 一般男女 小山町総合体育館

79 9人制バレーボール 中止 一般男女 小山町総合体育館



種　　目 期 日 対象（参加資格） 会　場

1 静岡市 タグラグビー 11月15日 小学生～一般 西ヶ谷総合運動場 陸上競技場

2 ボウリング 中止（11月） 小学生～一般 狐ヶ崎ヤングランドボウル

3 ウエイトリフティング 9月27日 ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸができる方 清水ナショナルトレーニングセンター

4 ソフトテニス 11月29日 中学１年生(男女)及びｼﾞｭﾆｱ男女 有度山テニスコート

5 ハンドボール 中止（8月22日） 一般男女・中学男女・小学生 静岡市中央体育館

6 卓球 10月3,17日 中学男女／一般・高校・小学生 静岡市中央体育館

7 テニス 中止（10月12日） ４人(男女各２)１組ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ 草薙総合運動場庭球場

8 水泳 8月23日 小学生～一般 静岡県立水泳場

9 柔道 中止（9月21日）中学生、高校生 静岡市北部体育館

10 少林寺拳法 中止（9月） 小学生～一般 静岡市南部体育館

11 ターゲット・バードゴルフ 10月4日 一般・高齢者 静岡市西ヶ谷ＴＢＧ場

12 スポーツチャンバラ 中止（9月6日） 県内在住、在勤、在学 清水総合運動公園武道場

13 ダンススポーツ 10月4日 ダンス愛好者・ダンスに興味のある方 グランシップ

14 バドミントン 9月20日 一般、シニア 静岡市北部体育館

15 ソフトボール 9月27日 一般成年(男女) 山崎新田スポーツ広場

16 山岳 10月17,18日 一般社会人、高校山岳部 静岡市安倍奥山城（山伏、八紘嶺周辺）

17 島田市 グラウンド・ゴルフ 11月3日 県内在住、在勤、在学 島田市グラウンド・ゴルフ場

18 剣道 中止（11月） 男女団体、男女個人 静岡市北部体育館

19 焼津市 綱引 11月22日 一般男子・男女混合・親子ﾌｧﾐﾘｰ・ｼﾞｭﾆｱ 焼津体育館

20 武術太極拳 10月24日 幼児～(年齢制限なし) 静岡市長田体育館

21 空手道 中止（9月27日,10月11日） 幼年～シニア 吉田町総合体育館

22 藤枝市 ライフル射撃(小口径) 10月18日 日本ライフル射撃協会か、県内に居住・勤務・在学者 藤枝ライフル射撃場(スポーツ・パル高根の郷)

23 弓道(一般) 9月13日 一般 静岡市北部体育館 弓道場

24 弓道(高校男女) 9月19,21日 高校生 静岡県武道館 弓道場

25 弓道(中学生) 9月12日 中学生 静岡県武道館 弓道場

26 スポレック 中止（7月5日） スポレック愛好者 藤枝市民体育館＆勤労者体育館

27 オリエンテーリング 11月7日 健康な方 藤枝総合運動公園

28 ゲートボール 9月19日 ジュニア、シニア、ゴールド 藤枝市寺島コミュニティ広場

29 牧之原市 剣道 中止（9月5日） 小学生・中学生(男女)・高校生(男女) 静岡県立相良高等学校 体育館

30 アーチェリー 10月4日 全日本アーチェリー協会登録者 榛原総合運動公園ぐりんぱる

31 バドミントン 中止 愛好者（県中部地区在住者） 相良B＆G海洋センター

32 吉田町 バレーボール 10月10日,11月29日 寿の部(60歳以上)、一般男女 吉田町総合体育館

33 バドミントン 中止（10月18日） 男女別団体戦 吉田町総合体育館

34 軟式野球(ﾃｨｰﾎﾞｰﾙ) 10月24日 小学4年(女子5年)以下とその母親 大井川河川敷高島グラウンド

35 なぎなた 中止（10月4日） 小学生・中学生・高校・大学・一般 静岡市長田体育館

36 川根本町 カヌー 中止 県内在住、在勤、在学 奥大井接岨湖カヌー競技場

令和２年度　第14回しずおかスポーツフェスティバル〈中部地域開催一覧〉
開催（主管）市町



種　　目 期 日 対　象 会　場

1 浜松市 柔道 中止（10月24,25日） 小・中学生、高校生、一般 浜松市武道館

2 武術太極拳 中止（11月3日） 西部地区居住または在勤 浜松アリーナ

3 ダンススポーツ 10月18日 西部地区在住ダンス愛好家 浜北総合体育館サブアリーナ

4 テニス 11月29日 団体戦 浜松市花川運動公園庭球場

5 少林寺拳法 中止（11月1日） 小・中学生、高校生、一般 浜松市武道館

6 弓道（中学生・一般） 9月13日 中学生、一般 浜松市弓道場

7 弓道（高校生） 10月3,4日 高校生(男女) 浜松市弓道場

8 アイススケート 中止（12月18日） 競技クラブ関係者 浜松スポーツセンター

9 アイスホッケー 10月24日 連盟に選手登録した者 浜松スポーツセンター

10 バドミントン(小・中学生) 11月14日 小学生、中学生 浜松アリーナ(サブｺｰﾄ)

11 ソフトテニス 9月22日 ソフトテニス愛好者 浜松市花川運動公園庭球場

12 サッカー 中止（11月8日） 幼稚園児、小学生 県立湖南高等学校体育館

13 ボート 11月1日 男子、女子、混合、スカルの部 佐鳴湖漕艇場

14 なぎなた 11月1日 県西部に在住または稽古している者 浜松市蒲公民館附設体育館

15 ゲートボール 9月5日 西部地域に居住、在勤、在学 浜松市浜北区高薗ゲートボール場

16 磐田市 バドミントン(一般) 中止（10月4日） 西部地域に居住、在勤、在学 磐田市アミューズ豊田

17 タグラグビー 中止（11月22日） 西部地域小学生4～6年生 磐田スポーツ交流の里　ゆめりあ

18 空手道 中止 幼児～一般 浜北総合体育館グリーンアリーナ

19 掛川市 トランポリン 中止（10月10,11日） 幼児～一般 東遠カルチャーパーク総合体育館さんりーな

20 ソフトテニス 9月13,20日 中学生、一般 大東北運動場・掛川市立城東中学校

21 ソフトボール 10月17,18,24日 中学生 小笠山総合運動公園エコパグラウンド

22 袋井市 インディアカ 9月6日 一般 さわやかアリーナ袋井市総合体育館

23 相撲 中止（10月18日） 幼児～一般(個人・団体戦) 調整中

24 スローエアロビック 中止（5月25日） 月見の里学遊館

25 軟式野球(Tボール) 中止（9月25日） 小学４年生以下とその母親

26 湖西市 スポーツチャンバラ 中止（12月13日） 県内居住、在学、在勤、近県競技者 湖西市新居体育館

27 御前崎市 バレーボール 中止（12月6日） 小学生 御前崎市第一小学校体育館 他

28 陸上競技(マラソン) 中止 小学生～一般 マリンパーク御前崎

29 グラウンド・ゴルフ 中止 静岡県民 袋井市広岡河川公園

30 ソフトボール 9月6,13日 西部地域のチーム 菊川運動公園野球場 他

31 菊川市 バレーボール 中止（9月） 中学生以上男女 菊川市民総合体育館

32 森町 サッカー 11月14日 小学校3年生以下 森町営グラウンド

33 ソフトバレーボール 中止（9月） 静岡県民 森町総合体育館 森アリーナ

34 ファミリーバドミントン 中止（6月7日） ファミリーバドミントン愛好者 森町総合体育館 森アリーナ

地域 当初開催数 中止 開催数

東部 79　種目 50 種目 29 種目

中部 36　種目 14 種目 22 種目

西部 34　種目 19 種目 15 種目

計 149　種目 83 種目 66 種目

令和２年度　第14回しずおかスポーツフェスティバル〈西部地域開催一覧〉
開催（主管）市町



開催市町 開催競技 開催市町 開催競技 開催市町 開催競技
沼津市 タグラグビー★ 静岡市 タグラグビー 浜松市 柔道★

合気道 ボウリング★ 武術太極拳★
ダンススポーツ★ ウエイトリフティング ダンススポーツ
弓道(高校男子) ソフトテニス テニス
ボウリング★ ハンドボール★ 少林寺拳法★
フェンシング★ 卓球 弓道（中学生・一般）
ボート★ テニス★ 弓道（高校生）
ボート★ 水泳 アイススケート★
柔道★ 柔道★ アイスホッケー
サッカー(シニア)★ 少林寺拳法★ バドミントン(小・中学生)
テニス★ ターゲット・バードゴルフ ソフトテニス
ソフトテニス★ スポーツチャンバラ★ サッカー★
空手道★ ダンススポーツ ボート
ソフトボール バドミントン なぎなた

熱海市 卓球★ ソフトボール ゲートボール
三島市 女子フットサル 山岳 磐田市 バドミントン(一般)★

バドミントン 島田市 グラウンド・ゴルフ タグラグビー★
バスケットボール★ 剣道★ 空手道★

富士宮市 バレーボール 焼津市 綱引 掛川市 トランポリン★
グラウンド・ゴルフ 武術太極拳 ソフトテニス
ライフル射撃(大口径) 空手道★ ソフトボール
ソフトボール 藤枝市 ライフル射撃(小口径) 袋井市 インディアカ
剣道★ 弓道(一般) 相撲★

伊東市 陸上競技★ 弓道(高校男女) スローエアロビック★
テニス★ 弓道(中学生) 軟式野球(Tボール)★

富士市 なぎなた★ スポレック★ 湖西市 スポーツチャンバラ★
ボウリング オリエンテーリング 御前崎市 バレーボール★
武道★ ゲートボール 陸上競技(マラソン)★
少林寺拳法★ 牧之原市 剣道★ グラウンド・ゴルフ★
バレーボール★ アーチェリー ソフトボール
スポーツチャンバラ★ バドミントン★ 菊川市 バレーボール★
ソフトボール 吉田町 バレーボール 森町 サッカー

御殿場市 馬術 バドミントン★ ソフトバレーボール★
銃剣道 軟式野球(ﾃｨｰﾎﾞｰﾙ) ファミリーバドミントン★
ソフトミニバレーボール★ なぎなた★
バレーボール★ 川根本町 カヌー★
ボクシング★
ソフトボール

下田市 ビーチバレー★
グラウンド・ゴルフ★
陸上競技★
バレーボール
水泳★
ビーチサッカー
テニス
ゴルフ★
弓道★
バスケットボール★

裾野市 ボウリング
バドミントン★
７人制ラグビー
クレー射撃
武術太極拳★
ソフトボール 　　○東部大会数　＜79開催予定＞
軟式野球 　　29大会

伊豆市 ソフトバレーボール★ 　　○中部大会数　＜36開催予定＞
ペタンク 　　22大会

伊豆の国市 バレーボール★ 　　○西部大会数　＜34開催予定＞
ゲートボール★ 　　15大会
弓道(中学生・一般男女)

東伊豆町 フットサル(U12)
新体操

河津町 剣道★
グラウンド・ゴルフ★

南伊豆町 ニュースポーツ体験教室★ 中止
バレーボール★
グラウンド・ゴルフ
空手道★

松崎町 ボウリング★
西伊豆町 ビーチバレーボール★

ビーチ綱引き★
函南町 バレーボール★

武道祭★
清水町 パークゴルフ★

弓道(高校女子)
長泉町 ホッケー(6人制)★
小山町 パークゴルフ

ソフトバレーボール★
9人制バレーボール★

参加者数　合計

5,814人 7,238人

18,693人

実大会数　  66大会

5,641人

令和2年度第14回しずおかスポーツフェスティバル開催種目結果および各地域参加合計人数
≪東部地区≫ ≪中部地区≫ ≪西部地区≫

　★については中止を示す

計　149開催予定(昨年比-3)

新型コロナウイルス感染症

の影響により、本年度は開催

予定数の半分以下の大会数

(開催)となった。

また、開催した大会におい

ても、各種ガイドラインに従

い感染拡大防止のための対策

を講じ実施したが、人的・物

的負担が大きかったとの声が

あった。

参加者数を絞ったり、無観

客にするなどの対策により、

参加人数は、例年の1/3以下

であった。



◎ 令和 3 年度第 15 回しずおかスポーツフェスティバル開催に 

おける新型コロナウイルス感染拡大予防対策について 
 

 

【“まん延防止等重点措置”区域の適用】 

○実施期間：8月 8日（日）～ 31日（火） 

○措置区域：県東部・賀茂地域、静岡市、浜松市 

・静岡県のガイドラインより、人流の抑制するため、措置区域における県主催のイベン

トや会議等については、中止・延期を含めた開催方法の見直しを実施することが示され

た。本協会と静岡県が主催の本事業においても、この期間の大会については方針に従い、

市町を通じ連絡・調整等の対応を依頼し、実施期間内の全開催種目については、中止ま

たは延期の対応を行った。 

 

【“緊急事態宣言”発出および延長】 

○本県実施期間：8月 20日（金）～ 9月 30日（木） 

・“まん延防止等重点措置”区域の適用を受けた時と同様に、県の方針に従い開催方法の

見直しを市町に依頼し、実施期間内の全開催種目については、中止または延期の対応を

行った。 

 

【宣言解除後の開催について】 

  ・静岡県スポーツ協会（主催：静岡県/静岡県教育委員会）としては、大会主体や方式が

様々であることから全体での中止等の要請はせず、主管団体において、上部団体や市町

の方針や実態に則した判断をいただく。ただし、開催を決定した際には、県のガイドラ

イン相当の対策や対応が必要であると考えている。 

  ・開催可否や延期については、今後の発生状況等を確認しながら判断をいただき、その

決定の時期については、参加募集の開始時期や会場のキャンセル可能時期、準備期間な

ど様々な状況で関係者とご検討いただき判断を依頼する。 

  ・toto 助成事業となっていることから、延期による開催時期については 12 月末までに

は終了できるよう依頼する。 



種　　目 期 日 内容／種別 会　場

1 沼津市 タグラグビー 中止(9月予定) 小学生、中学生、高校、一般 愛鷹広域公園スポーツ広場

2 合気道 11月28日 中学生以上の男女 沼津市民体育館

3 ダンススポーツ 11月14日 一般男女(個人・団体戦) 沼津市民体育館

4 弓道(高校男子) 10月17日 高校男子 沼津市立沼津高等学校

5 ボウリング 中止(10月末日) 一般・小中高生 ジョイランドボウル原

6 フェンシング 中止(検討中) 小学校～一般 沼津勤労者体育センター

7 ボート 中止(10/31or11/7) ボート教室・体験レース 沼津市吉田町地先　狩野川御成橋～永代橋

8 ボート 中止(8月7日) オーシャンダブル・カヤック、シングルスカル 沼津市岡一色地内門池公園特設会場

9 柔道 11/3,7 小学生、中学生、高校、一般 沼津市勤労者体育センター

10 サッカー(シニア) 12月19日 シニアサッカー(40歳～60歳) 愛鷹広域公園スポーツ広場

11 テニス 10月10日 団体戦(男女混合) 愛鷹運動公園テニスコート

12 ソフトテニス 中止(11月28日) ９ペアによる団体戦 愛鷹広域公園テニスコート

13 空手道 中止(11月14日) 幼年～シニア(学年・男女) 沼津市民体育館

14 ソフトボール(女子) 11月7日 東部地区女性 大岡市民運動場

15 熱海市 卓球 1月8日 中学生、高校生、一般 南熱海マリンホール

16 三島市 女子フットサル 10月17日 一般(中学生以上) 三島市南二日町人工芝グラウンドフットサルコート

17 バドミントン 中止(9月26日) 団体戦 三島市民体育館

18 武術太極拳 中止(10月31日) 三島市明体育館

19 ソフトボール(一般男子) 10/24,31 三島市

20 富士宮市 バレーボール 11月7日 一般男女、親睦 富士宮市民体育館

21 グラウンド・ゴルフ 1月12日 一般男女 富士宮市外神スポーツ広場公園

22 ライフル射撃(大口径) 11月14日 成年男女 西富士ライフル射撃場

23 伊東市 陸上競技 中止(10月24日) 小学生～一般 伊東高校グラウンド

24 テニス 中止(9月23日) テニス教室、交流試合 小室山テニスコート

25 富士市 なぎなた 中止(9月5日) 演技、試合、リズムなぎなた 富士市立富士体育館

26 ボウリング 11月21日 ２人チーム戦 ラウンドワン富士店

27 武道 中止(11月20日) 演武会、体験交流 富士市立富士体育館

28 少林寺拳法 中止(け 一般 富士市立富士体育館

29 御殿場市 馬術 12/17～19 障害飛越・馬場馬術・パラドレサージュ 御殿場市馬術・スポーツセンター

30 銃剣道 11月20日 小・中学生、高校生、一般男女 御殿場市体育館

31 ソフトミニバレーボール 中止(9月12日) 混合、女子 御殿場市体育館

32 バレーボール 中止 壮年 御殿場市体育館

33 ボクシング 中止(10月24日) 成年・少年 および 幼年 御殿場市体育館

34 ソフトボール(少年男子) 中止(8月8日) 少年 御殿場市営南運動場B・C球場

35 バスケットボール 中止(未定) 成年男女、壮年の部 御殿場市

36 下田市 ビーチバレー 中止(未定) 一般男女 下田市吉佐美大浜海岸

37 グラウンド・ゴルフ 10月24日 一般男女 下田市敷根公園グラウンド

38 陸上競技 中止(未定) トラック・フィールド 下田市敷根公園グラウンド

39 バレーボール 11月28日 一般 下田市立下田小学校、下田市民スポーツセンター

40 水泳 中止(未定) 幼児～高齢者 下田市敷根公園屋内温水プール

41 ビーチサッカー 5月15日 一般 下田市吉佐美大浜海岸

42 テニス 11月13日 中学生以上のテニス愛好者 下田市敷根公園テニスコート

43 ゴルフ 10月24日 ゴルフ愛好家 稲取ゴルフクラブ

44 弓道 11月28日 高校生・一般 下田市敷根公園弓道場

45 バスケットボール 10月24日 中学生以上 下田市立稲生沢中学校、下田東中学校

46 裾野市 ボウリング 中止(10月24日) 未就学児～一般 富士パークレーンズ

47 バドミントン 中止(検討中) 一般 裾野市民体育館

48 ７人制ラグビー 中止(検討中) 小学生(ﾐﾆﾗｸﾞﾋﾞｰ、ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ) 裾野市運動公園陸上競技場

49 クレー射撃 10月31日 トラップ射撃・スキート射撃 裾野市須山クレー射撃場

50 軟式野球 11/23,28 中学一年生 裾野市営球場ほか４会場

51 剣道 中止(検討中) 小山町

令和３年度　第15回しずおかスポーツフェスティバル〈東部地域開催一覧〉
開催（主管）市町



種　　目 期 日 内容／種別 会　場

令和３年度　第15回しずおかスポーツフェスティバル〈東部地域開催一覧〉
開催（主管）市町

52 伊豆市 ソフトバレーボール 中止(9月予定) 男女混合 伊豆市狩野ドーム

53 ペタンク 10月30日 一般 伊豆市修善寺グラウンド

54 伊豆の国市 バレーボール 中止(8月22日) 小学生～一般 伊豆の国市長岡体育館

55 ゲートボール 10月23日 一般 韮山運動公園多目的広場

56 弓道(中学生・一般男女) 中止(9月19日) 一般、中学生 狩野川リバーサイドパーク弓道場

57 東伊豆町 フットサル 11月28日 小学校５年生以上 東伊豆町立体育センター

58 新体操 12月 小学生～社会人 静岡県立稲取高等学校

59 河津町 剣道 中止(9月予定) 小学生、中学生 河津町立河津中学校体育館

60 グラウンド・ゴルフ 11月21日 スポーツ愛好者 鉢の山グラウンド

61 南伊豆町 ニュースポーツ体験教室 中止(10月予定) 幼児～お年寄りまで 南伊豆役場駐車場

62 バレーボール 中止(11月予定) 一般 南伊豆町立南伊豆中学校

63 グラウンド・ゴルフ 10月21日 一般 南伊豆町青野川ふるさと公園グラウンド

64 空手道 中止(12月予定) 幼児、小学生、中学生 南伊豆武道館

65 松崎町 ボウリング 11月14日 小・中学生、一般男女 松崎ボウル

66 西伊豆町 ビーチバレーボール 中止(7月予定) 一般男女

67 ビーチ綱引き 中止(7月予定) 小・中学生、一般男女

68 函南町 バレーボール 中止(未定) 一般 函南町体育館

69 武道祭 中止(未定) 演武会、体験 函南町文化センター大ホール

70 清水町 パークゴルフ 中止(未定) 一般男女 清水町狩野川ふれあい広場パークゴルフ場

71 弓道(高校女子) 10月17日 高校女子 静岡県立沼津商業高等学校

72 長泉町 ホッケー(6人制) 中止(10月17日) 小学生、中学生、高校、一般 長泉町竹原グラウンド

73 ソフトボール(壮年) 中止(調整中) 壮年男子 長泉町桃沢グラウンド他

74 ソフトボール(中学新人大会) 10/17,23,24,30 中学生 長泉北中学校グラウンド他

75 小山町 パークゴルフ 6月24日 18才以上の静岡県民 小山町パークゴルフ場

76 ソフトバレーボール 10月3日 一般男女 小山町総合体育館



種　　目 期 日 内容／種別 会　場

1 静岡市 タグラグビー 11月21日 小学生～一般 西ヶ谷総合運動場 陸上競技場

2 ボウリング 中止(11月) 小学生～一般 狐ヶ崎ヤングランドボウル

3 ウエイトリフティング 中止(未定) ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸができる方 清水ナショナルトレーニングセンター

4 ソフトテニス 11/7,28 中学１年生(男女)及びｼﾞｭﾆｱ男女 草薙総合運動場庭球場/有度山総合運動公園

5 ハンドボール 中止(8/7,8or28,29) 一般男女・中学男女・小学生 静岡市中央体育館

6 卓球 中止(10/2,3) 中学男女／一般・高校・小学生 静岡市中央体育館

7 テニス 中止(9月25日) ４人(男女各２)１組ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ 草薙総合運動場庭球場

8 水泳 中止(8月) 小学生～一般 静岡県立水泳場

9 柔道 中止(10/9,10） 中学生、高校生、一般 静岡市北部体育館

10 少林寺拳法 中止(9月23日) 小学生～一般 静岡市北部体育館

11 ターゲット・バードゴルフ 10月3日 一般・高齢者 西ヶ谷ＴＧＢ場

12 スポーツチャンバラ 中止(9月) 県内在住、在勤、在学 静岡市北部体育館

13 ダンススポーツ 11月28日 ダンス愛好者・ダンスに興味のある方 静岡市清水総合運動場体育館

14 バドミントン 中止(9月19日) 一般、シニア 静岡市北部体育館

15 武術太極拳 中止(10月24日) 幼児～(年齢制限なし) 静岡市長田体育館

16 ソフトボール(中学) 10/17,23 中学生 田町緑地スポーツ広場

17 島田市 グラウンド・ゴルフ 11月3日 県内在住、在勤、在学 島田市グラウンド・ゴルフ場

18 剣道 中止(11月21日) 男女団体、男女個人 島田市総合スポーツセンター

19 ゲートボール 10月17日 ジュニア、シニア、ゴールド 島田市大井川河川敷川越広場

20 焼津市 綱引 中止(11月7日) 一般男子・男女混合・小学生 焼津体育館

21 空手道 中止(10月24日) 幼年～シニア 焼津市総合体育館

22 ソフトボール 中止(9月26日) 一般成年(男女) 大井川河川敷グラウンド

23 藤枝市 ライフル射撃(小口径) 10月17日 日本ライフル射撃協会か、県内に居住・勤務・在学者 藤枝ライフル射撃場(スポーツ・パル高根の郷)

24 弓道(一般) 延期 一般 静岡県武道館 弓道場

25 弓道(高校男女) 10/2，17 高校生 静岡県武道館 弓道場

26 弓道(中学生) 延期 中学生 静岡県武道館 弓道場

27 スポレック 7月25日 スポレック愛好者 藤枝市民体育館＆勤労者体育館

28 オリエンテーリング 11月6日 健康な方 藤枝市岡部町宮島 いきいき交流センター

29 牧之原市 剣道 中止 小学生・中学生(男女)・高校生(男女) 静岡県立相良高等学校 体育館

30 アーチェリー 10月 全日本アーチェリー協会登録者 榛原総合運動公園ぐりんぱる

31 バドミントン 12月11日 愛好者（県中部地区在住者） 相良B＆G海洋センター

32 吉田町 バレーボール 延期 寿の部(60歳以上)、一般男女 住吉小学校体育館、自彊小学校体育館

33 バドミントン 中止 男女別団体戦 吉田町総合体育館

34 軟式野球(ﾃｨｰﾎﾞｰﾙ) 中止(10/23,24) 小学4年(女子5年)以下とその母親 大井川河川敷高島グラウンド

35 なぎなた 中止(9月19日) 小学生・中学生・高校・大学・一般 自彊小学校体育館

36 川根本町 カヌー 中止(8月9日) 県内在住、在勤、在学 奥大井接岨湖カヌー競技場

37 山岳 11/6～7 県内居住、勤務、在学 前黒法師岳・沢口山

令和３年度　第15回しずおかスポーツフェスティバル〈中部地域開催一覧〉
開催（主管）市町



種　　目 期 日 内容／種別 会　場

1 浜松市 柔道 10/2,3 小・中学生、高校生、一般 浜松市武道館

2 武術太極拳 11月3日 太極拳・太極剣・太極扇など 浜松アリーナ

3 ダンススポーツ 中止(9月) 西部地区在住ダンス愛好家 浜北総合体育館サブアリーナ

4 テニス 11月28日 団体戦 浜松市花川運動公園庭球場

5 少林寺拳法 10月31日 小・中学生、高校生、一般 浜松市武道館

6 弓道（中学生・一般） 12月12日 中学生、一般 浜松市弓道場

7 弓道（高校生） 10/9,10 高校生(男女) 浜松市弓道場

8 アイススケート 12月17日 幼児・小学生・中学生・一般 浜松スポーツセンター

9 アイスホッケー 10月23日 小学生以上(連盟等登録者) 浜松スポーツセンター

10 バドミントン(小・中学生) 11月14日 小学生、中学生 浜松アリーナサブコート

11 ソフトテニス 中止(9月23日) 小学生・中学生・一般 浜松市花川テニスコート

12 ボート 5月9日 男子、女子、混合、スカルの部 佐鳴湖漕艇場

13 なぎなた 10月24日 演技、試合 浜松市勤労青少年ホーム アイミティ浜松

14 ゲートボール 12月18日 一般 浜松市花川運動公園ゲートボール場

15 タグラグビー 11月23日 小学生 遠州灘海浜公園球技場

16 ソフトボール(中学) 10/17,23,24 中学生

17 ソフトボール(一般) 中止(9月5日) 西部地域のチーム 天竜川(北)運動公園グラウンド

18 磐田市 バドミントン(一般) 中止 一般 磐田市アミューズ豊田

19 掛川市 トランポリン 10/9,10 幼児～一般 東遠カルチャーパーク総合体育館さんりーな

20 ソフトテニス 中止(9月5日) 中学生、一般 大東北運動場・掛川市立城東中学校

21 軟式野球(Tボール) 10月30日 小学４年生以下とその母親 大須賀運動場

22 袋井市 インディアカ 中止(9月) 一般男女 袋井市総合体育館さわやかアリーナ

23 スローエアロビック 10月24日 演技披露、体験レッスン 袋井市山名コミュニティセンター

24 空手道 10月31日 幼児～一般 袋井市総合体育館さわやかアリーナ

25 湖西市 スポーツチャンバラ 12月12日 小学生、中学生、大学、一般 湖西市新居体育館

26 御前崎市 バレーボール 12月12日 小学生 御前崎市第一小学校体育館 他

27 陸上競技(マラソン) 中止(11月) 小学生～一般 マリンパーク御前崎

28 グラウンド・ゴルフ 11月4日 静岡県民 御前崎市総合運動場＆野球場

29 菊川市 バレーボール 中止(9月) 中学生以上男女 菊川市民総合体育館

30 森町 サッカー 11月13日 小学校3年生以下 森町営グラウンド

31 ソフトバレーボール 中止(9月) 子供、大人 森町総合体育館 森アリーナ

32 ファミリーバドミントン 6月6日 ファミリーバドミントン愛好者 森町総合体育館 森アリーナ

令和3年10月12日 現在

地域 予定開催(確定)数 開催数

東部 76 開催 36 開催

中部 37 開催 17 開催

西部 32 開催 23 開催

計 145 開催 76 開催

9 開催

69 開催

中止大会数：

令和３年度　第15回しずおかスポーツフェスティバル〈西部地域開催一覧〉
開催（主管）市町

コロナによる中止

40 開催

20 開催



令和 3年度第 15回しずおかスポーツフェスティバル 

 開催種目団体の準備から報告までの流れ（詳細）  
令和３年度は、以下の流れで進めさせていただきます。 

 本事業は、県の補助金(toto 支出金)を受けている事業となるため、今後のコロナ感染拡

大状況等により中止が増えた場合、補助金が減額となります。昨年度に引き続き、令和 3

年度も開催実態に応じての交付といたしました。ご理解とご協力をお願いします。 

 

① 開催準備 

 （各種様式ダウンロード） 

＊開催日、会場の決定 

＊静岡県スポーツ協会HP → 様式ダウンロード 

 【パスワード：ssa2020】 

※ 令和 2年 4月より「静岡県スポーツ協会」へ名称変更しましたの

で、検索時に注意してください 

  

② 開催要項・予算書作成 ＊開催要項の作成 

＊予算書の作成 

  

③ 開催要項・予算書提出 ＊開催市町体育・スポーツ協会へ提出 

 【提出期限：7月 12日】 

  

④ 開催準備・賞状希望数 

 （開催 10日前まで） 

＊記者提供用「大会要項 または プログラム」20部 

県スポーツ協会へ送付 

 ［送付先］〒422-8004 静岡市駿河区国吉田 5-1-1 

静岡県スポーツ協会 宛 

＊賞状希望枚数の連絡（必要無い場合は不要） 

 【FAX：054-262-3019】 

  

⑤ 大会開催 ＊天候やコロナ発生状況により延期・中止をせざる得

ない場合は、「延期・中止届」の提出 

  

⑥ 報告書類の作成 ＊報告書の作成 

＊決算書の作成 

＊証拠書類（領収書）の整理 

＊参加人数報告書の作成 

＊来年度開催予定の記入 

  

⑦ 報告書提出 

（終了後 10日を目途、 

遅くとも 1ヶ月程度） 

＊報告関係書類を開催市町体育・スポーツ協会へ提出 

※ 原則、原本の提出！他の大会を兼ねている場合は、複写でも可 

  

⑧ 補助金(負担金)の送金 ＊本年度は、報告書提出による実績払い 

＊８月開催までの大会は、9月中旬の交付（送金） 

＊11月開催までの大会は、12月中旬の交付（送金） 

＊1月開催までの大会は、1月中旬の交付（送金） 

 



令和 3年度第 15回しずおかスポーツフェスティバル 

 市町体育・スポーツ協会 事務処理の流れ（詳細） 
 

令和３年度は、以下の流れで進めさせていただきます。 
本事業は、県の補助金(toto 支出金)を受けている事業となるため、今後のコロナ感染拡

大状況等により中止が増えた場合、補助金が減額されます。そのため、昨年度同様に開催
実態に応じて交付することといたします。ご理解とご協力をお願いします。 
 
➀ 資料の送付 ＊種目団体用マニュアルの送付 

＊コロナ対応資料の送付 

※ 本年度すでに開催の中止を決定している団体についても資料として

送付してください 

  
② 申立書の確認及び 

謝金規定の作成、提出 

＊申立書の確認 / 謝金規定の作成  

… 団体名、会長名記載し押印 
＊各実施団体からの予算書を確認し、謝金規定を作成 

＊申立書/謝金規定の提出  
… 県スポーツ振興課(望月)宛 

 〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6 
スポーツ・文化観光部スポーツ局 

スポーツ振興課 望月あて 
  

③ 開催要項・予算書 
取り纏め → 提出 

＊7 月 12 日(月)までに取り纏め 
＊各地域連絡協議会(東部:長泉町、中部:牧之原市、 

西部:御前崎市)へ提出 
  

➃ 報告書の確認、提出 
  ※ 貴市町開催分全て 

＊実施団体から提出された書類の確認 
＊体育協会・スポーツ協会、会長印等の押印対応 

＊不足提出書類等の確認、実施団体への再提出依頼 
＊報告書類の写しを 2 部作成し、1 部を保管 

＊1 部を、県スポーツ振興課 望月あて 送付 
＊報告書の原本を地域連絡協議会へ送付 

  
⑤ 補助金(負担金)の確認 

および団体への送金 
  ※ ３期に分けて送金 

＊報告書確認後の実績払い 

＊第１期補助金(負担金)の送金 → 9 月中旬 
 8 月末日までに報告があった大会について交付…実施団体への送金 

＊第２期補助金(負担金)の送金 → 12 月中旬 
 11 月末日までに報告があった大会について交付…実施団体への送金 

＊第３期補助金(負担金)の送金 → 1 月中旬 
 １月中に県全体の報告を受け交付…実施団体への送金 

  
⑥ 協定の締結 ＊貴市町での開催(数)実績（補助金(負担金)の確定）を

受け、地域実行委員会(各地連)と市町間において 2 部
作成し、双方 1 部ずつ保管 

  
⑦ 組織整備費の送金 

［令和 3 年 8 月 16 日(振込済み)］ 

＊令和3年7月20日現在での開催(数)予定により、「普

及、振興のための組織整備費」を確定し、送金済み 
  

⑧ 決算書の対応 ＊ 県スポーツ振興課で作成、送付される“決算書”へ
協会、会長印を押印し、提出 

 



令和 3年度第 15回手続きの変更点および 

今後のしずおかスポーツフェスティバルについて 
 

 

【令和 3年度第 15回の変更点】 

○「参加料」の徴収…必須条件 

・各大会の運営経費は、参加料と団体負担金によりまかなうことを原則としています。

しずおかスポーツフェスティバル補助金(負担金)は、運営に係る経費負担を支援するこ

とを目的としていることから、少額でも、参加料の徴収を必須条件としました。 

○余剰金がある大会への補助金(負担金)の見直し 

・上記同様に、運営に係る経費負担を支援することを目的としているため、余剰金が発

生した場合は、補助予定額からの減額または補助対象から外れること可能性があるため、 

収支予算書作成時に、参加料や参加賞の見直しの検討を依頼しました。 

○開催要項への「大会趣旨」追加記載 

・この大会が同じ趣旨の下実施されていることを示すため、各々の大会についても「大

会趣旨」の記載が必要となりました。 

○各種様式の変更 

・予算書／決算書／参加人数報告／従事確認書兼謝金領収書 

 

【来年度以降の事務処理について】 

○toto助成金(県費)の審査基準が厳しくなってきている。補助金(負担金)は、原則の「謝

金・借損料(会場使用料等)・印刷製本費」対象経費に充当すること。 

○補助金(負担金)の一部は県スポーツ協会自主経費が充てられているため、toto助成対

象経費以外の部分についてこれまで通りの対象とできるよう考えているが、本年度中に

各関係者と検討し方向性を決定する。また、補助金(負担金)を全て“参加賞”に充当す

るなどの大会については、今後、見直しを求めていく。 



日本スポーツ協会公認スポーツ指導者 静岡県登録者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



令和 3年度日本スポーツ協会公認コーチ 1等養成講習会 

○コーチ 1養成講習会＜専門科目＞ 

【委託事業】 

  専門科目 ： バドミントン、ハンドボール、弓道 

  期  日 ： 令和 3年 8月～12月 

 会  場 ： 静岡市内体育施設他 

 参 加 者 ： 10名以上で委託対象 ※競技特性により 5名以上で実施可 

 

○コーチ 2養成講習会＜専門科目／共通科目＞ 

【委託事業】 

  専門科目 ： バドミントン、空手道 

  期  日 ： 令和 3年 8月～12月 

 会  場 ： 静岡市内体育施設他 

 参 加 者 ： 10名以上で委託対象 ※競技特性により 5名以上で実施可 

 

  共通科目 ： オンライン開催 ※令和3年度に限り日本スポーツ協会主催実施 

  

【独自事業】 

専門科目 ： バレーボール（中止） 

 

静岡県スポーツ指導者研修会(JSPO委託研修会他) 

○JSPO委託研修会 ※本会受託研修会を兼ねる 

 ＜ 第 1回静岡県スポーツ指導者研修会 ＞ 

 期  日 ： 令和 3年 12月 12日(日) 

  会  場 ： グランシップ 中ホール“大地” 

  内  容 ： 指導方法(コーチング) /常葉大学 助教 神力亮太氏 

         ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ・栄養他 /（内容・講師 調整中） 

 参 加 者 ： 600名 （公認スポーツ指導者・体育スポーツ関係者等） 

 

 ＜ 第 2回静岡県スポーツ指導者研修会 ＞ 

 期  日 ： 令和 4年 2月 5日(土) 

  会  場 ： グランシップ 会議ホール“風” 

  内  容 ： ＜内容・講師調整中＞ 

         女性アスリート支援、障害者や LGBT等 

 参 加 者 ： 200名 （公認スポーツ指導者・体育スポーツ関係者等） 

 

○県独自研修会（他事業との連携） 

  ・医・科学研修会 … 県内３地区（東部/中部/西部） 

   



静岡県教育委員会健康体育課委託事業 

 

 

1 事業 

しずおかスポーツ人材バンク管理運営業務 

 

2 趣旨 

中学校、高等学校の部活動及び地域のスポーツ教室等の指導者不足への対応を図

るため、優秀な指導者登録したしずおかスポーツ人材バンクを運用し、地域の人材

の活用を促進する。 

 

3 実施項目 

ア しずおかスポーツ人材バンクシステムの更新 

イ 外部指導者の確保 

ウ ニーズの把握 

エ コーディネーターの配置・役割 

オ 外部指導者の研修 

カ しずおかスポーツ人材バンクホームページの管理・運用 

キ 広報展開 

ク その他 

 

4 委託期間 

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3 月 31日 

 

5 委託対象経費 

事業実施に要する費用 

 

6 令和 3年度の実績（進捗状況） 

○ 登録者数：指導者登録 627名 / サポーター登録 46名 

○ 依頼（マッチング）状況 

 ・高等学校部活動外部指導者 

 ・地域スポーツクラブ(スポ少)のコーチ 

 ※ボランティアでの指導依頼については、対象団体へ協力を要請 

○ 研修会の実施：部活動指導員対象研修会 5回（予定を含む） 

○ システム管理、およびホームページ更新作業の実施 

○ 広報活動 



静岡県教育委員会健康体育課委託事業 

 

 

1 事業 

学校体育実技指導協力者派遣 

 

2 目的 

子供たちの体力の向上と、教員の資質・指導力の向上を図ることを目的として、

公立小学校に対して、実技指導協力者（以下「実技協力者」という）を計画的に派

遣し、実践的な指導を行う。 

 

3 実施内容 

実技指導協力者の派遣を希望する小学校に、実技の指導及び助言を行う 

（実施種目） 

 ア 走・跳の運動遊び、走・跳の運動、陸上運動 

 イ ボール運動（投力指導） 

 

4 実施場所 

 派遣を希望する小学校のうち、静東教育事務所地域支援課及び静西教育事務所地

域支援課から推薦のあった小学校とする。 

［ 本年度実施予定数：40校 ］ 

 

5 実施年月日 

令和 3年 5月～11月まで 

 

6 対象 

小学校 4年生～6年生 

 

7 委託対象経費 

協力者謝金、旅費、消耗品費 

 

8 実績（進捗状況） 

実施数： 23/37校 ※コロナにより 3校中止 

内 訳：走・跳の運動（陸上競技） 8/18校 

    ボール運動（投力指導）  15/19校 



スポーツ局スポーツ振興課委託事業 

 

 

1 事業 

ジュニアアスリート発掘・育成事業 
 

2 趣旨（目的） 

 ・ジュニア期から社会人まで、多様な競技を継続できる環境を整備し、競技力の 

向上を図る。 

 ・ジュニア期における選手育成体制が未構築の競技種目（マイナー競技）につい 

て、能力の高いジュニアを発掘し、アスリートへ育成する。 
 

3 実施内容 

 ジュニアスポーツ体験 

(ア) チャレンジスポーツ教室 

   スポーツの関心を高めるため、競技未経験者に体験する場を提供する。 

 (イ) ビクトリークリニック 

   著名なアスリートの専門的な技術指導を体験する場を提供する。 
 

4 実施場所等 

(ア) チャレンジスポーツ教室 

   草薙総合運動場（体育館他）、県立水泳場 

 (イ) ビクトリークリニック 

   静岡市、焼津市 
 

5 対象 

   小学生 
 

6 委託対象経費 

諸謝金、借損料、消耗品費、通信運搬費 

 

7 現状（進捗状況） 

 (ア) チャレンジスポーツ教室 

バドミントン(終了)、ＡＳ・飛込(1月実施予定) 

 (イ) ビクトリークリニック 

  静岡市：令和 4年 2月 23日(水・祝) 県立水泳場 

  焼津市：令和 4年 1月 10日(月・祝) 焼津青少年の家 


