
平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容

施策１　スポーツ参画人口の拡大

（１）スポ―ツムーブメントの創出

○官民連携によるスポーツ推進運動の展開

スポーツ大会等開催事業 10,044
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

スポーツを活用した地域振興事業 54,735
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

○新たなスポーツ体験機会の提供と情報発信

１－２ 新たなスポーツの体験ができる機会の提供
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

１－３
スポーツ団体等が開発した新たなスポーツに関す
る情報の発信

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○ニュースポーツやスポーツ・レクリエーション活動の推進

43 １－４
ニュースポーツやスポーツレクリエーション活動を
普及するための教室やイベントの開催

県民総合体育大会の開催 6,464
●県民総合体育大会実行委員会を推進の主体とし、県民総合体育大会を競技部門・レクリエーション部門・コミュニティ
部門の3部門に分けて実施する。
●「県民スポーツの日」の広報を兼ねるイベントとしてスポーツフェスティバルを開催した。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○「県民スポーツの日」関連事業の推進

43 １－５
市町村やスポーツ団体と連携し、「県民スポーツの
日」に関する事業の実施と周知

県民総合体育大会の開催 6,464
スポーツに対する県民の関心と理解を一層深めるとともに、県民全体でスポーツに関する取組を推進し、明るく健康で豊
かな県民生活の実現を図るため、6月第1日曜を「県民スポーツの日」と制定し、県民総合体育大会の幕開けと県民ス
ポーツの日の普及・広報を目的としてスポーツフェスティバルを開催した。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○スポーツと他分野との融合によるスポーツの魅力発信

43 １－６
健康、美容、食、観光等、スポーツ以外の分野を組み
合わせたスポーツの楽しみ方の発信

スポーツ情報の発信
スポナビ！サイタマ！の管理運営を行い、県内のスポーツに関する情報や県民がスポーツに興味を持ち、親しむための
コンテンツを制作・運営する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○トップチームやトップアスリートとの交流

43 １－７
本県に本拠地を置くトップチームや本県ゆかりのトップ
アスリートとの交流を進め、スポーツを楽しむ気運の醸
成

県民総合体育大会の開催 6,464
埼玉県を代表するスポーツチームによって県内トップリーグ９チームで結成された「プライドリームス埼玉」の活動を支援
し、ファミリースポーツ体験などを開催する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

県民総合体育大会の開催 6,464

●県民総合体育大会実行委員会を推進の主体とし、県民総合体育大会を競技部門・レクリエーション部門・コミュニティ
部門の3部門に分けて実施する。
●「県民スポーツの日」の広報を兼ねるイベントとしてスポーツフェスティバルを開催した。

42

頁
取組番

号 具体的な取組

42 １－１
市町村やスポーツ団体、民間企業、大学、マスコミ
等との連携

担当課

●彩の国実業団駅伝（11月）、埼玉県駅伝競走大会（中学校の部11月、一般の部2月）、秩父宮杯埼玉県自転車道路競
走大会（9月）を関係自治体と連携して実施する。
●県内のマラソン等の大会を主催する県・市町村間と連携して、埼玉マラソングランドスラム連絡協議会により、県内の
マラソン振興を図る。
●日本陸上競技連盟、さいたま市、読売新聞、日本テレビとさいたま国際マラソン（12月）を共催する。

平成30年度 取組予定

 「スポーツフェスティバル２０１８」 

 日程：平成３０年５月2７日 場所：熊谷スポーツ文化公園  参加者：５万人（併催イベント含む） 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○広報、情報発信の充実

１－８
市町村やスポーツ団体と連携し、情報を収集し発信す
る

スポーツ情報の発信
スポナビ！サイタマ！の管理運営を行い、県内のスポーツに関する情報や県民がスポーツに興味を持ち、親しむための
コンテンツを制作・運営する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

彩の国だより発行費 328,718
県民生活部
広聴広報課

県政広報テレビ番組放送費 116,500
県民生活部
広聴広報課

県政候補ラジオ番組放送費 36,118
県民生活部
広聴広報課

インターネット広報推進費 9,023
県民生活部
広聴広報課

スポーツ情報の発信
スポナビ！サイタマ！の管理運営を行い、県内のスポーツに関する情報や県民がスポーツに興味を持ち、親しむための
コンテンツを制作・運営する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

（２）ライフステージ、ライフスタイルに応じたスポーツ活動の推進

○職場ぐるみのスポーツ活動の促進

44 １－１０
職場でスポーツをする機会の提供等、職場ぐるみ
のスポーツ活動の促進と、民間企業へスポーツを
通じた「健康経営」の普及

職場でのスポーツ活動事例の検討 始業前のラジオ体操など、職場でのスポーツ活用事例の発信を検討する。
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

健康経営実践企業支援事業 1,795
民間企業における従業員等の健康づくり、スポーツ活動の取組を支援するため、従業員等の健康管理を経営的視点から
考え、戦略的に実践する健康経営に取り組む事業所・団体を認定する。

保健医療部
健康長寿課

スポーツエールカンパニー認定促進 スポーツ庁のスポーツエールカンパニー認定申請を促進し、働き盛り世代のスポーツの実施を促進する。
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○幼児から高齢者までの各ライフステージに応じたスポーツの推進

44 １－１２
市町村やスポーツ団体等と連携し、幅広い世代を
対象としたスポーツ大会やイベント等の開催

県民総合体育大会の開催 6,464
●県民総合体育大会実行委員会を推進の主体とし、県民総合体育大会を競技部門・レクリエーション部門・コミュニティ
部門の3部門に分けて実施する。
●「県民スポーツの日」の広報を兼ねるイベントとしてスポーツフェスティバルを開催する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

44 １－１３
家事や育児をしながら行える運動や子供と一緒に
取り組めるスポーツ等、日常生活の中で手軽に取
り組むことができるスポーツ活動の推進

県民総合体育大会の開催 6,464
県民スポーツの日の普及・広報を目的としたスポーツフェスティバルを開催し、ニュースポーツ体験等のイベントを行い、
県民のスポーツに親しむ機会を充実し本県のスポーツレクリエーションの振興を図る。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

44 １－１４
子育て世代がスポーツ活動に参加しやすいように
するためのスポーツ大会やイベントにおける託児対
応への配慮の促進

県民総合体育大会の開催 6,464

スポーツフェスティバル2018において託児所を設け、託児を必要とする事業参加者を支援し、参加者の増加及び事業成
果の向上を図る。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

44 １－１５
総合型地域スポーツクラブやスポーツチームと協
働で、親と子が共に楽しめるスポーツ教室の開催
の促進

県民総合体育大会の開催 6,464

県内のトップスポーツチームで組織されるプライドリームス埼玉と協力し、スポーツフェスティバルとして「ファミリースポー
ツ体験」を開催する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

44 １－１６
彩の国プラチナフェスティバル「シルバースポーツ
大会」の開催や、「ねんりんピック」への選手派遣等
の実施

高齢者いきいきライフ推進事業費 6,154

高齢者がいつまでも元気に地域社会で積極的に活躍できるよう、地域活動推進者の養成、活動情報や活動場所の提供
など、高齢者の社会参加活動を支援する。
①　彩の国ﾌﾟﾗﾁﾅﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ「シルバースポーツ大会」の開催
②　全国健康福祉祭（ねんりんピック）への埼玉県代表選手団の派遣

福祉部
高齢者福祉課

43

１－９

「彩の国だより」等の広報媒体、「スポナビ！サイタ
マ！」等の電子広報媒体やマスメディアを活用し、ス
ポーツイベントやスポーツを楽しむために役立つ情報
を提供

44 １－１１
従業員のスポーツ活動の支援や促進に向けて優
れた取り組みを推進している民間企業の顕彰を検

討

彩の国だよりや県政広報テレビ番組（魅力まるごと　いまドキッ！埼玉）、県政広報ラジオ番組（モーニングスクエア）、
県ホームページ、県スマートフォンアプリなどを活用し、スポーツイベントや身近な施設の紹介等の情報発信を行う。

 「ファミリースポーツ体験」 

 日程：平成３０年９月2３日 場所：埼玉県立大学 参加者：１００組２００人予定 

 「スポーツフェスティバル２０１８ 親子ランニング教室」 

 日程：平成３０年６月３日 場所：上尾運動公園陸上競技場 託児所利用者：１０人 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○各種スポーツ大会やイベント等開催の推進

県民総合体育大会の開催 6,464
●県民総合体育大会実行委員会を推進の主体とし、県民総合体育大会を競技部門・レクリエーション部門・コミュニティ
部門の3部門に分けて実施する。
●「県民スポーツの日」の広報を兼ねるイベントとしてスポーツフェスティバルを開催した。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

スポーツ大会等開催事業 10,044
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

スポーツを活用した地域振興事業 54,735
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

44 １－１８
市町村や関係機関、スポーツ団体等と連携し、地
域で行われる各種スポーツ大会やイベント等の開
催を促進

スポーツ大会等開催事業 10,044 関係自治体や主催団体等と連携を図り、彩の国実業団駅伝（１１月）の開催に協力する。
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

○県内の豊かな自然に親しむスポーツの推進

44 １－１９
本県の豊かな自然を生かしたアウトドアスポーツに
ついて、体験イベントの開催や情報発信による魅
力発信の取組の推進

教育局
生涯学習推進課

44 １－２０
カヌー・ラフティング等の川・湖沼で行うスポーツや
サイクリングについての取組を推進

教育局
生涯学習推進課

１－１７44
県民総合体育大会、秩父宮杯埼玉県自転車道路
競走大会等のスポーツ大会やスポーツフェスティバ
ル等、スポーツイベントを実施

〇加須げんきプラザ
●加須げんき野遊びプログラム（加須げんきプラザ）5月下旬
●オリエンテーリング大会（加須げんきプラザ）6月下旬
●大滝アドベンチャースクール（加須げんきプラザ）8月中旬

○大滝げんきプラザ
●親子で楽しむスポーツ体験キャンプ「ＢＭＸ・つとっこ作り」（大滝げんきプラザ）5月下旬
●親子で楽しむ夏の自然体験キャンプ「イワナ・ニジマス釣り・棒パン作り体験」（大滝げんきプラザ）6月中旬
●大滝チャレンジスクール2018（大滝げんきプラザ）8月中旬
●親子で楽しむ夏の自然体験キャンプ「イワナ・ニジマス釣り・キャンプファイア」（大滝げんきプラザ）9月中旬
●親子で楽しむ秋の自然体験キャンプ「イワナ・ニジマス釣りバウムクーヘン作り」（大滝げんきプラザ）10月下旬

○長瀞げんきプラザ
●山のすすめ～基礎講座Ⅰ・Ⅱ～（長瀞げんきプラザ）4月下旬、3月下旬
●長瀞川ガキシリーズ（長瀞げんきプラザ）7月下旬、8月中旬、9月上旬
●長瀞ワクワク体験キャンプ（長瀞げんきプラザ）7月下旬
●お宝登山長瀞アルプストレイルレース～ジュニアクラス～（長瀞げんきプラザ）12月上旬

○小川げんきプラザ
●沼の赤鬼に挑戦！～みんなでザリガニつり大会～（小川げんきプラザ）6月下旬
●すばる探検隊（小川げんきプラザ）8月中旬

○神川げんきプラザ
●神川げんきプラザ杯グラウンドゴルフ大会（神川げんきプラザ）4月上旬、11月下旬
●神川げんきプラザ杯ターゲットバードゴルフ大会（神川げんきプラザ）4月上旬、11月下旬
●温泉トレッキング　春の御嶽山（神川げんきプラザ）5月中旬
●神川サマーキャンプ（神川げんきプラザ）8月上旬、中旬
●神川ウィンターキャンプ（神川げんきプラザ）1月下旬、2月上旬

○名栗げんきプラザ
●カナディアンカヌーに挑戦（名栗げんきプラザ）4月
●飯能市長杯チャレンジ釣り大会（名栗げんきプラザ）5月下旬
●小学生キャンプ（名栗げんきプラザ）6月中旬、12月下旬、3月下旬
●親子釣り教室（名栗げんきプラザ）6月下旬、7月上旬、9月中旬
●夏休みチャレンジキャンプ～仲間と共に過ごす5ｄａｙｓ～（名栗げんきプラザ）8月中旬
●安全な山歩き講習会～登山・ハイキング入門～（名栗げんきプラザ）9月下旬

321,789げんきプラザ管理運営費

さいたま国際マラソン（１２月）、埼玉県駅伝競走大会（中学校の部:１１月一般の部:２月）、秩父宮杯埼玉県自転車道路競
走大会（9月）を開催する。

参考資料 「埼玉県駅伝競走大会」・「秩父宮杯埼玉県自転車競走大会」 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

　　○健康長寿埼玉プロジェクト等の普及

44 １－２１
健康長寿埼玉プロジェクト等の普及を通じ、スポー
ツを通じた健康づくりに取り組む人を増やす

保健医療部
健康長寿課

44 １－２２
健康寿命の延伸に向け、スポーツプログラムの策
定や先進事例の普及を通じて、適切なスポーツの
習慣化を図る

保健医療部
健康長寿課

（３）障害者スポーツの推進

　　○障害者スポーツの普及・啓発

46 １－２３

市町村や関係団体と連携し、障害者スポーツの体験型
イベントの開催等、障害者がスポーツに触れる機会を
提供するとともに、障害のない人の障害者スポーツへ
の理解を深める取組の推進

障害者スポーツが身近になる環境づくり事
業

19,882

障害者スポーツの理解促進、スポーツをしやすい環境づくりを行う。
〇障害者スポーツ理解促進教材の作成や、小中学校、高校及び大学を対象とした体験交流会等の実施。
〇障害者スポーツ指導員の活躍の場の創出及び障害者がスポーツを行う機会の創出
〇研修等によるスポーツ施設の障害者受け入れ体制の強化

福祉部
障害者福祉推進課

46 １－２４
「彩の国ふれあいピック」の開催や「全国障害者スポー
ツ大会」への選手団の派遣等を通じて、障害者スポー
ツの普及・啓発を進める

全国障害者スポーツ大会等派遣事業費補
助

34,918
全国レベルの障害者スポーツ大会に参加することを通じて本県の障害者スポーツの競技レベルの向上と障害者スポーツ
の振興を図る。また、障害や障害者に対する県民理解を深める。

福祉部
障害者福祉推進課

　　○障害者のライフステージに応じたスポーツ機会の提供の促進

46 １－２５

市町村、学校、スポーツ団体、医療機関及び障害
者福祉団体等に、先進事例の情報を提供するな
ど、ライフステージに応じたスポーツ機会の提供を
促進

障害者スポーツが身近になる環境づくり事
業

19,882

障害者スポーツの理解促進、スポーツをしやすい環境づくりを行う。
〇障害者スポーツ理解促進教材の作成や、小中学校、高校及び大学を対象とした体験交流会等の実施。
〇障害者スポーツ指導員の活躍の場の創出及び障害者がスポーツを行う機会の創出
〇研修等によるスポーツ施設の障害者受け入れ体制の強化

福祉部
障害者福祉推進課

　　○障害者に対するスポーツ関連情報の提供

46 １－２６
県内の障害者のスポーツ大会・イベントの開催状
況や県内のスポーツ施設の利用に関する情報の
提供

障害者スポーツが身近になる環境づくり事
業

19,882

障害者スポーツの理解促進、スポーツをしやすい環境づくりを行う。
〇障害者スポーツ理解促進教材の作成や、小中学校、高校及び大学を対象とした体験交流会等の実施。
〇障害者スポーツ指導員の活躍の場の創出及び障害者がスポーツを行う機会の創出
〇研修等によるスポーツ施設の障害者受け入れ体制の強化

福祉部
障害者福祉推進課

○障害者のスポーツをささえる人の養成・活用

46 １－２７
（福）埼玉県社会福祉事業団やスポーツ団体等と
連携し、障害者スポーツ指導員等、障害者のス
ポーツをささえる人を養成し、地域での活動を促進

障害者スポーツが身近になる環境づくり事
業

19,882

障害者スポーツの理解促進、スポーツをしやすい環境づくりを行う。
〇障害者スポーツ理解促進教材の作成や、小中学校、高校及び大学を対象とした体験交流会等の実施。
〇障害者スポーツ指導員の活躍の場の創出及び障害者がスポーツを行う機会の創出
〇研修等によるスポーツ施設の障害者受け入れ体制の強化

福祉部
障害者福祉推進課

健康長寿埼玉プロジェクト推進事業 272,976
県民、民間団体、市町村、県などが一体となって、健康寿命の取り組みを進めるため、「健康長寿埼玉モデル」や「埼玉県
コバトン健康マイレージ」など「健康長寿埼玉プロジェクト」を推進し、健康寿命の延伸と医療費抑制を実現する。
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○障害者のスポーツ施設の利用や観戦のしやすさの向上の促進

46 １－２８
スポーツ施設設置者へ、国によるバリアフリーやユ
ニバーサルデザインに関連する基準や先進事例等
の提供し、利用や観戦のしやすさ向上に取り組む

福祉部
障害者福祉推進課

46 １－２９
スポーツ施設管理者に対して、施設における障害
者スポーツのへの理解を啓発する

福祉部
障害者福祉推進課

○障害者が地域でスポーツに親しむ環境整備

46 １－３０
特別支援学校等の活用による、地域における障害
者スポーツへの支援

障害者スポーツが身近になる環境づくり事
業

19,882

障害者スポーツの理解促進、スポーツをしやすい環境づくりを行う。
〇障害者スポーツ理解促進教材の作成や、小中学校、高校及び大学を対象とした体験交流会等の実施。
〇障害者スポーツ指導員の活躍の場の創出及び障害者がスポーツを行う機会の創出
〇研修等によるスポーツ施設の障害者受け入れ体制の強化

福祉部
障害者福祉推進課

46 １－３１

総合型地域スポーツクラブに対してスポーツプログ
ラムの紹介、障害者スポーツを導入するガイドブッ
クの普及等の活動支援を行い、障害者スポーツへ
の理解を促進

障害者スポーツが身近になる環境づくり事
業

19,882

障害者スポーツの理解促進、スポーツをしやすい環境づくりを行う。
〇障害者スポーツ理解促進教材の作成や、小中学校、高校及び大学を対象とした体験交流会等の実施。
〇障害者スポーツ指導員の活躍の場の創出及び障害者がスポーツを行う機会の創出
〇研修等によるスポーツ施設の障害者受け入れ体制の強化

福祉部
障害者福祉推進課

（４）スポーツ参画人口の拡大をささえるスポーツ人材の育成

○地域におけるスポーツ指導者の養成及び活用

47 １－３２ スポーツリーダー養成研修の実施 広域スポーツセンター機能推進事業 6,652
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

47 １－３３
埼玉県スポーツリーダーバンク制度の適切な運用
推進

スポーツリーダーバンク事業
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○スポーツ推進委員活動の活性化

47 １－３４
市町村や埼玉県スポーツ推進委員協議会と連携
し、研修を通じた資質の向上や会議等を通じた相
互の情報共有を図る

生涯スポーツ各種大会・会議費 230

全国・関東スポーツ推進委員研究大会及び全国生涯スポーツ・体力づくり全国会議に職員を派遣し、生涯スポーツの
推進に係る課題について研究・協議する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

47 １－３５
総合型地域スポーツクラブや地域のスポーツ団体
との連絡会議の開催等により、協働を促す

広域スポーツセンター機能推進事業 6,652
広域スポーツセンターとして、総合型地域スポーツクラブの運営支援をはじめ、県民が生涯を通じてスポーツに親しむ
ための事業を実施する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○スポーツボランティアの育成及び活用

47 １－３６
埼玉県スポーツボランティア制度の適切な運用の
推進と、資質向上に向けた研修会の開催

スポーツボランティア事業

県民の生涯にわたるスポーツ活動の普及振興をはかるためのサポート役として、埼玉県スポーツボランティア制度を
設け、市町村及びスポーツイベント等の主催者からの依頼を受け、積極的なスポーツボランティア活動を支援する。
①スポーツボランティアの登録
②スポーツボランティア登録者への情報発信

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

障害者スポーツが身近になる環境づくり事
業

県民の生涯にわたるスポーツ活動の普及を図るため、「埼玉県スポーツリーダーバンク」を設け、有能なスポーツ活動指
導者等を登録し、県民からの要請に応じ、適切な登録者を照会する。

19,882

障害者スポーツの理解促進、スポーツをしやすい環境づくりを行う。
〇障害者スポーツ理解促進教材の作成や、小中学校、高校及び大学を対象とした体験交流会等の実施。
〇障害者スポーツ指導員の活躍の場の創出及び障害者がスポーツを行う機会の創出
〇研修等によるスポーツ施設の障害者受け入れ体制の強化

 「スポーツ推進委員セミナー」（新規スポーツ推進員に向けたガイダンス等） 

 日程：平成３０年７月2１日  場所：スポーツ総合センター   参加者：９９人 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○スポーツ団体の組織強化を担う人材の育成

47 １－３７
総合型地域スポーツクラブが、地域に根差したス
ポーツ活動の場となるよう、クラブマネージャーの
養成やクラブ経営の指導者の育成を推進

広域スポーツセンター機能推進事業 6,652
県内における総合型地域スポーツクラブの育成を図るため、総合型地域スポーツクラブ、総合型地域スポーツクラブの
設立を目指す団体、及び各市町村に対し総合型地域スポーツクラブに関する総合的な支援を行う。
○クラブマネジャー養成講習会

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

47 １－３８
スポーツ団体のガバナンスや収益性を向上させる
ため、人材の育成や資質向上を図る

広域スポーツセンター機能推進事業 6,652

県内における総合型地域スポーツクラブの育成を図るため、総合型地域スポーツクラブ、総合型地域スポーツクラブの
設立を目指す団体、及び各市町村に対し総合型地域スポーツクラブに関する総合的な支援を行う。
○総合型地域スポーツクラブ等設立・活動支援
○総合型地域スポーツクラブの活動実態調査の実施
○クラブマネジャー養成講習会

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

（５）身近でスポーツに親しめる場の充実

○総合型地域スポーツクラブの質的充実につながる活動への支援

48 １－３９
総合型地域スポーツクラブの自立と安定した運営
に向け、ＰＤＣＡサイクルの活用等、組織運営の点
検や評価により、運営改善の取組を促す

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

48 １－４０
総合型地域スポーツクラブの認知度の向上を図る
とともに、スポーツ指導者の派遣等により活動を支
援

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○スポーツ少年団活動の支援

48 １－４１

スポーツの裾野の拡大と子供のスポーツ機会の充
実、青少年の健全育成を図るため、県体育協会と
連携し、各種大会の円滑な運営や指導者の資質向
上等による活動支援

（公財）埼玉県体育協会事業費補助 93,516

●大会開催支援
●指導者・リーダ養成
●指導者・リーダー研修事業
●地域交流事業

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

○屋内５０ｍ水泳場整備の推進

48 １－４２
アスリートの育成、県民の健康増進の観点から、屋
内５０ｍ水泳場の整備を推進

スポーツ医・科学拠点施設・水泳場整備事
業費

43,308
アスリートの競技力向上や県民の充実したスポーツライフを推進する拠点として、スポーツ医・科学拠点施設及び屋内水
泳場の整備に向けた検討を行う。

スポーツ振興課
（総務・施設担当）

○スポーツ・レクリエーションの場の充実

48 １－４３
公園施設の整備など県民の利用しやすさに配慮し
た管理運営により、スポーツやレクリエーション活
動の場の充実に努める

公園等建設費 1,835,267
地域の特色を活かしながら県民のニーズに対応した公園整備を進めるとともに、誰もが安元で快適に利用できる公園施
設の充実を図る。

都市整備部
公園スタジアム課

48 １－４４
「埼玉県が行うスポーツ施設の整備及び充実に関
する指針」を踏まえ、県立スポーツ施設の有効活用
や整備の在り方の検討を進める

埼玉県スポーツ振興のまちづくり推進事業
費

33,826
全ての県民が生涯にわたってスポーツをすることができるよう、スポーツの「機会」づくりと「場」の拡充のため必要な施策
を推進する。

スポーツ振興課
（総務・施設担当）

○県立学校体育施設や大学・企業等のスポーツ施設開放の推進

48 １－４５
県立学校体育施設について、利用施設や利用時間
の確保等、引き続き開放事業の推進を図る

県立学校体育施設開放事業 2,076

県民が身近に利用できる地域スポーツ施設として、学校教育に支障の無い範囲内で、県立学校体育施設開放率100％を
目指す。 教育局

保健体育課

48 １－４６
県内の大学や企業所有のスポーツ施設の開放を
促進

県民総合体育大会の開催 6,464

県立大学のグラウンドと体育館を使用し、県内プロスポーツチームの協力のもと、スポーツフェスティバルとして「ファミ
リースポーツ体験」を実施する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

広域スポーツセンター機能推進事業 6,652 県内における総合型地域スポーツクラブの質的充実に向けて、クラブ連絡会を実施する。

 昨年度までの実績 ○Ｈ２８年度利用者延べ人数 419,656人（開放率100％）  

              ○Ｈ２９年度利用者延べ人数 404,349人（開放率100％） 

 「ファミリースポーツ体験」 

 日程：平成３０年９月2３日 場所：埼玉県立大学 参加者：１００組２００人予定 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○オープンスペース等スポーツ施設以外のスポーツの場の創出

48 １－４７
民間企業等の協力のもと、気軽にスポーツをする
場として、オープンスペース等の活用を促進

民間企業等の協力を得て、始業前の店舗駐車場を活用するなど、県民が気軽にスポーツに参加できる「機会」づくりと
「場」の拡充を検討する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

（６）健康の増進に向けたスポーツ医・科学の活用

○スポーツ医・科学の知識を活用したスポーツ活動の推進

49 １－４８
スポーツ活動を推進する上で、健康増進やスポー
ツ栄養学の視点に立った情報を県民へ発信

女子栄養大学と連携し、栄養学の視点を活かしたスポーツ食のレシピを開発し、県ＨＰでの公開や関係団体へ情報発信
を行う。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

49 １－４９
スポーツ指導者の育成にあたり、研修等の機会を
通じスポーツ医・科学の知識習得を促進

（公財）埼玉県体育協会事業費補助 93,516

①埼玉県体育協会スポーツ科学委員会
　(1)アンチ・ドーピング教育・啓発講習
　(2)顧問医・トレーナー・競技団体関係者合同研修会
　(3)スポーツ科学講演会
　(4)医科学研修会
　(5)彩の国ビクトリーサミット
　(6)運動競技者体力測定
　(7)コーチングセミナー
　(8)メダリスト柔道講習会
②その他
　(1)埼玉県強化選手コーチ研修会
　(2)埼玉県スポーツ指導者研修会
　(3)国体結団式及び解団式、全国高校総体結団式

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

○スポーツ医・科学を活用した拠点施設の設置検討

49 １－５０
県内におけるスポーツ医・科学の活用を図るため
の健康・スポーツ分野の拠点施設の整備に向け、
機能や整備手法、運営方法等の検討を進める

スポーツ医・科学拠点施設・水泳場整備事
業費

43,308
アスリートの競技力向上や県民の充実したスポーツライフを推進する拠点として、スポーツ医・科学拠点施設及び屋内水
泳場の整備に向けた検討を行う。

スポーツ振興課
（総務・施設担当）

施策２　子供のスポーツ活動の充実

（１）学校体育の充実

○生涯にわたって豊かなスポーツライフを実践するための資質や能力を育む活動の推進

50 ２－１
児童生徒がスポーツへの関心を高めるとともに、豊
かなスポーツライフを実現する能力を身につけるこ
とができるよう体育活動を充実させる

学校体育実技指導研修事業 3,686
・教育課程説明会
・小・中学校体育授業研究会、高等学校地区研究協議会
・体育・保健体育研究協議会

教育局
保健体育課

50 ２－２
体育活動の内容を改善するため、教育課程研究協
議会等の実施を通じ、効果的な教育課程の編成や
指導計画の作成を推進

学校体育実技指導研修事業 3,686
・教育課程説明会
・小・中学校体育授業研究会、高等学校地区研究協議会
・体育・保健体育研究協議会

教育局
保健体育課

50 ２－３
児童生徒が生涯にわたり主体的にスポーツに取り
組むことができるよう体育授業の質を向上させるた
め授業研究会等の充実を図る

学校体育実技指導研修事業 3,686

・体育・保健体育研究協議会
・授業研究会
・体力課題解決研究発表会
　体力課題解決研究指定校（Ｈ２８・２９）７校
・県保健体育課訪問

教育局
保健体育課

 平成３０年６月  

 働き盛り世代や子育て世代向けに「スポーツを楽しむための栄養バランスメニューレシピ」が完成。 

 「埼玉県選手強化コーチ研修会」 

 日時：平成３０年７月３日  

 場所：スポーツ総合センター 

 参加者：１１９名 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

50 ２－４
体育祭や球技大会等の体育的行事を通して、生涯
にわたってスポーツに親しむ習慣を形成し、定着す
るよう取り組む

学校体育実技指導研修事業 3,686
・教育課程説明会
・小・中学校体育授業研究会、高等学校地区研究協議会
・体育・保健体育研究協議会

教育局
保健体育課

50 ２－５
定期の健康診断時に行う運動器の検診を通じ、過
度のスポーツ活動による運動障害の予防を図る

学校保健関係団体運営費補助金 1,530
・埼玉県学校保健会
・埼玉県安全教育研究協議会
・埼玉県高等学校安全教育研究会

教育局
保健体育課

○体力と運動技能を高める活動の推進

51 ２－６

スポーツ実践の基礎となる体力や運動技能を身に
つけさせるとともに、運動に親しむ習慣を確立する
ため、児童生徒の多様な個性や能力に応じた指導
を行う

学校体育実技指導研修事業 3,686

・体育・保健体育研究協議会
・授業研究会
・体力課題解決研究発表会
　体力課題解決研究指定校（Ｈ２８・２９）７校
・県保健体育課訪問

教育局
保健体育課

51 ２－７
体育祭や球技大会等の体育的行事を通して、児童
生徒の体力の向上に努める

学校体育実技指導研修事業 3,686
・教育課程説明会
・小・中学校体育授業研究会、高等学校地区研究協議会
・体育・保健体育研究協議会

教育局
保健体育課

51 ２－８

教員の指導力向上を図るため、小学校・中学校体
育授業研究会や高等学校体育地区研究協議会、
スポーツ医・科学に基づく研修等を実施するととも
に、教員同士が学び合い高め合う機会を充実する

学校体育実技指導研修事業 3,686

・体育・保健体育研究協議会
・授業研究会
・体力課題解決研究発表会
　体力課題解決研究指定校（Ｈ２８・２９）７校
・県保健体育課訪問

教育局
保健体育課

51 ２－９
運動の特性や魅力を児童生徒が十分に理解でき
るように、専門的な知識や指導力を有する外部指
導者を活用

運動部活動指導充実支援事業 69,396
・中学校スポーツエキスパート活用事業
・中学校運動部活動指導員活用事業
・県立学校運動部活動スポーツ事業

教育局
保健体育課

○児童生徒一人一人の目標値の設定による体力の向上

51 ２－１０

「体力プロフィールシート」等を活用し児童生徒一人
一人の目標を設定することにより、発達段階や個
人差に応じた指導を実践し、より効果的に体力向
上に取り組む

児童生徒のための体力向上推進事業 2,104

小学校及び、中学校の活用率　１００％を目指す。
教育局
保健体育課

51 ２－１１
シートの活用により、児童生徒が主体的に自らの
体力向上に努めることができるよう取り組む

児童生徒のための体力向上推進事業 2,104
●体力向上優良校表彰
●体力向上に関する取組を積極的に推進し、児童生徒の体力向上に優れた成果をあげた学校を表彰する。
小学校　２０校、中学校　１０校、高等学校　５校

教育局
保健体育課

○小学校の体育的活動への外部指導者の活用

51 ２－１２
市町村や県体育協会や埼玉県レクリエーション協
会等と連携し、小学校において外部指導者の活用
を図る

ＪＦＡキッズプログラム
埼玉の子ども７０万人体験活動

●ＪＦＡキッズプログラム（経費は埼玉県サッカー協会負担）
　サッカーの専門性を有する指導者を県内小学校へ派遣する。小学校50校へ派遣
●埼玉の子ども７０万人体験活動
　高等学校運動部の生徒が地域の小学校に出向き、運動の動き方等をアドバイスすることで、運動する楽しさを伝える。

教育局
保健体育課

 昨年度までの実績 

 ○平成２８年度 小学校99.2％、中学校89％ ○平成29年度 小学校99.4％、中学校89.3％ 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○学校体育施設や設備の整備の推進

51 ２－１３
学校設置者と連携し、国の支援も活用しながら、老
朽化対策等の学校体育施設や設備の整備を進め
る

学校体育施設の適正管理について周知 国の支援制度を周知するとともに、学校体育施設の適正な維持管理を推進するよう市町村に働きかける。
教育局
財務課

（２）運動部活動の充実

○運動部活動における外部指導者の活用の充実

52 ２－１４

中学校等において、専門性を生かした指導の充実
や部活動を指導できる教員不足に対応するため、
総合型地域スポーツクラブや地域で活躍する専門
的指導者、外部指導者の活用を進める

教育局
保健体育課

52 ２－１５
高等学校において、生徒の運動技能を踏まえた指
導等、専門的知識や技能を有した外部指導者を配
置し、運動部活動の活性化を図る

教育局
保健体育課

○指導者の資質向上

52 ２－１６
運動部活動の指導教員や外部指導者の指導力の
向上を図るため、講習会を実施

教育局
保健体育課

52 ２－１７
運動部活動の経験の少ない教員への支援体制の
在り方について検討

教育局
保健体育課

52 ２－１８
効果的で安全な運動部活動を推進していくために、
スポーツ医・科学の知見を持つ有識者を活用した
講習会を実施

教育局
保健体育課

○運動部活動の充実

52 ２－１９
国が行う多様なニーズを踏まえた運動部活動の運
営の在り方についての実践・調査研究を踏まえ、運
動部活動の充実に取り組む

教育局
保健体育課

52 ２－２０
学校の実態に応じて、近隣の学校と合同で組織す
る複数校合同部活動の取組を進めるとともに、運
動部活動の各種大会の充実に取り組む

教育局
保健体育課

運動部活動指導充実支援事業

69,396運動部活動指導充実支援事業

69,396

・運動部活動指導者講習会
・登山指導者講習会の実施
　　　　及び運動部活動指導資料の改訂
・中学校スポーツエキスパート活用事業
・中学校運動部活動指導員活用事業
・県立学校運動部活動スポーツ事業

69,396

・運動部活動指導者講習会
・登山指導者講習会の実施
　　　　及び運動部活動指導資料の改訂
・中学校スポーツエキスパート活用事業
・中学校運動部活動指導員活用事業
・県立学校運動部活動スポーツ事業

運動部活動指導充実支援事業

・運動部活動指導者研修事業
・中学校スポーツエキスパート活用事業
・中学校運動部活動指導員活用事業
・県立学校運動部活動スポーツ事業
・中、高、特体育連盟関連経費

○埼玉県の部活動の在り方に関する方針 

○運動部活動の運営等に係る指導の手引（運動部活動のＱ＆Ａ） 

平成30年7月１３日（金）に県内中学・高等学校、特別支援学校へ配布 

○埼玉県の部活動の在り方に関する方針 

○運動部活動の運営等に係る指導の手引（運動部活動のＱ＆Ａ） 

平成30年7月１３日（金）に県内中学・高等学校、特別支援学校へ配布 

平成30年3月にスポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する 

 総合的なのガイドライン」に則り、埼玉県教育委員会が策定。 

○埼玉県の部活動の在り方に関する方針 

○運動部活動の運営等に係る指導の手引（運動部活動のＱ＆Ａ） 

平成30年7月１３日（金）に県内中学・高等学校、特別支援学校へ配布 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○特別支援学校児童生徒のスポーツ活動の推進

52 ２－２１
特別支援学校児童生徒のスポーツ活動の推進を
図り、全国的なスポーツ大会への参加を促進する

障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進
事業

1,508
在学中からスポーツや文化活動に親しむ機会を充実させ、障害者の生涯を通じた多様な学習活動のための土台づくりを
推進する。

教育局
特別支援教育課

○運動部活動の安全性の確立

52 ２－２２
運動部活動における安全性を確立するため、運動
部活動指導資料の活用を推進する

教育局
保健体育課

52 ２－２３

指導者への講習会等において、救急法及びＡＥＤ
講習等を実施するなど、運動部活動時の緊急事態
にも対応できる知識や技術の習得と意識の向上を
図る

教育局
保健体育課

（３）地域における子供のスポーツ活動の充実

○幼児期運動指針の普及・活用

52 ２－２４

市町村、教育関係団体及びスポーツ団体と連携
し、「幼児期運動指針」及び当該指針に基づく指導
のための資料を、教育機関や保護者に普及し、そ
の活用を促進

「幼児期運動指針」について、関係団体や教育機関へ情報提供を行い、活用を促す。
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○「アクティブ・チャイルド・プログラム」の普及・活用

52 ２－２５

市町村、教育関係団体及びスポーツ団体と連携
し、「アクティブ・チャイルド・プログラム」の普及を図
るため、教育機関等への情報提供に努め、活用を
促す

「アクティブチャイルドプログラム」について関係教育機関へ情報提供を行い、活用を促す。
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○スポーツ団体との連携によるスポーツ機会の拡大

53 ２－２６
スポーツ団体と連携し、子供向けスポーツ教室等、
体力向上の取組を推進する

県民総合体育大会の開催 6,464

県内のトップスポーツチームで組織されるプライドリームス埼玉と協力し、スポーツフェスティバルとして「ファミリースポー
ツ体験」を開催する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

53 ２－２７
総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団の活
動内容について、情報を発信し、身近な地域にお
ける子供のスポーツ機会の提供を推進する

広域スポーツセンター機能推進事業 6,652
広域スポーツセンターとして、総合型地域スポーツクラブの運営支援をはじめ、県民が生涯を通じてスポーツに親しむた
めの事業を実施する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○スポーツ団体に対する子供の運動障害予防知識の普及

53 ２－２８
スポーツ少年団等の指導者に対し、子供の運動障
害予防に関する研修を実施する

スポーツ少年団事業費 10,001 指導者・リーダ養成や指導者・リーダー研修事業を実施する。
スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

69,396

・運動部活動指導者講習会
・登山指導者講習会の実施
   及び運動部活動指導資料の改訂
・県立学校運動部活動サポート事業

運動部活動指導充実支援事業

 「ファミリースポーツ体験」 

 日程：平成３０年９月2３日 場所：埼玉県立大学 参加者：１００組２００人予定 

○埼玉県の部活動の在り方に関する方針 

○運動部活動の運営等に係る指導の手引（運動部活動のＱ＆Ａ） 

平成30年7月１３日（金）に県内中学・高等学校、特別支援学校へ配布 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○学校と家庭や地域の連携の推進

53 ２－２９
「学校応援団」の活用や「彩の国教育の日」との関
連事業を展開し、家庭や地域の教育力を生かした
スポーツに係る取組を推進

●推進委員会や各会議等の開催、実践事例集の作成及び市町村への補助を実施し、「学校応援団」の活動内容の充実
を図っていく。
●市町村や各種スポーツ団体等におけるスポーツに関する取組を通して、教育に対する県民の関心と理解を一層深め
る。

教育局
生涯学習推進課

53 ２－３０
学校と家庭や地域の連携により、健康、安全、体力
の向上に関する啓発や体力向上の取組等を推進

地域住民・保護者がボランティアとして学校の教育活動を支援する「学校応援団」の活動を推進し、学校・家庭・地域全体
で子供の育成を図る。

教育局
生涯学習推進課

○野外活動やレクリエーション活動の推進

○県内トップチームやアスリートとの交流

53 ２－３２
スポーツ教室の開催をはじめ、県内のトップチーム
やアスリートとの交流を促進し、スポーツへの興味
や関心を高める

県民総合体育大会の開催 6,464

県内のトップスポーツチームで組織されるプライドリームス埼玉と協力し、スポーツフェスティバルとして「ファミリースポー
ツ体験」を開催する。 スポーツ振興課

（企画・生涯スポーツ担
当）

53 ２－３１

ハイキング、サイクリング、キャンプ活動等の野外
活動やレクリエーション活動を関係団体と連携しな
がら促進し、子供のスポーツ習慣や豊かな人間性・
社会性を育成する

15114
1706

学校応援団推進事業
彩の国教育の日推進事業

げんきプラザ管理運営費 321,789

〇加須げんきプラザ
●加須げんき野遊びプログラム（加須げんきプラザ）5月下旬
●オリエンテーリング大会（加須げんきプラザ）6月下旬
●大滝アドベンチャースクール（加須げんきプラザ）8月中旬

○大滝げんきプラザ
●親子で楽しむスポーツ体験キャンプ「ＢＭＸ・つとっこ作り」（大滝げんきプラザ）5月下旬
●親子で楽しむ夏の自然体験キャンプ「イワナ・ニジマス釣り・棒パン作り体験」（大滝げんきプラザ）6月中旬
●大滝チャレンジスクール2018（大滝げんきプラザ）8月中旬
●親子で楽しむ夏の自然体験キャンプ「イワナ・ニジマス釣り・キャンプファイア」（大滝げんきプラザ）9月中旬
●親子で楽しむ秋の自然体験キャンプ「イワナ・ニジマス釣りバウムクーヘン作り」（大滝げんきプラザ）10月下旬
●親子で楽しむ立春の長瀞！「宝登山ロウバイハイク・陶芸体験」（大滝げんきプラザ）2月中旬

○長瀞げんきプラザ
●山のすすめ～基礎講座Ⅰ・Ⅱ～（長瀞げんきプラザ）4月下旬、3月下旬
●家族みんなでいきいき自然体験（長瀞げんきプラザ）5月下旬・9月下旬
●ふれあいファミリーキャンプ（長瀞げんきプラザ）6月下旬
●長瀞川ガキシリーズ（長瀞げんきプラザ）7月下旬、8月中旬、9月上旬
●長瀞ワクワク体験キャンプ（長瀞げんきプラザ）7月下旬
●～原体験シリーズ～秋の長瀞雲海ハイキング（長瀞げんきプラザ）10月中旬

○小川げんきプラザ
●バンガローでダッチオーブン！（小川げんきプラザ）6月中旬
●沼の赤鬼に挑戦！～みんなでザリガニつり大会～（小川げんきプラザ）6月下旬
●すばる探検隊（小川げんきプラザ）8月中旬

○神川げんきプラザ
●神川キッズキャンプ（神川げんきプラザ）6月下旬、10月下旬、12月下旬、2月下旬
●神川ネイチャーキッズ（神川げんきプラザ）7月上旬、8月中旬、9月下旬、12月上旬
●神川サマーキャンプ（神川げんきプラザ）8月上旬、中旬
●神川ウィンターキャンプ（神川げんきプラザ）1月下旬、2月上旬

○名栗げんきプラザ
●カナディアンカヌーに挑戦（名栗げんきプラザ）4月
●親子キャンプ（名栗げんきプラザ）5月上旬、10月上旬
●飯能市長杯チャレンジ釣り大会（名栗げんきプラザ）5月下旬
●小学生キャンプ（名栗げんきプラザ）6月中旬、12月下旬、3月下旬
●親子釣り教室（名栗げんきプラザ）6月下旬、7月上旬、9月中旬
●夏休みチャレンジキャンプ～仲間と共に過ごす5ｄａｙｓ～（名栗げんきプラザ）8月中旬

教育局
生涯学習推進課

 「ファミリースポーツ体験」 

 日程：平成３０年９月2３日 場所：埼玉県立大学 参加者：１００組２００人予定 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

施策３　スポーツを通じた地域の活性化

（１）スポーツを通じた魅力ある地域づくり

○ＲＷＣ２０１９、東京２０２０大会に向けた気運醸成

ラグビーワールドカップ2019大会準備推進
事業

302,078
●ラグビー日本代表戦パブリックビューイング
●タグラグビー教室の実施

県民生活部
ラグビーワールドカップ
2019大会課

ラグビーワールドカップ2019会場整備費 2,600,000
ラグビーワールドカップ2019の開催に必要な会場整備を行う。 都市整備部

公園スタジアム課

ラグビーワールドカップ2019会場準備費 499,928 ラグビーワールドカップ2019の開催に必要な大型映像装置の設置を行う。
都市整備部
公園スタジアム課

ラグビーワールドカップ2019備品等購入費 299,143 ラグビーワールドカップ2019の開催に向けて、施設運用のために必要な備品の購入等を行う。
都市整備部
公園スタジアム課

東京オリンピック・パラリンピック推進事業 236,491

オリンピック・パラリンピックの２年前イベント等で競技体験を行い、小中学校での競技体験の開催を支援する。
県民生活部
オリンピック・パラリン
ピック大会課

○ＲＷＣ２０１９、東京２０２０大会に関連したイベントの開催やＰＲ活動の展開

ラグビーワールドカップ2019大会準備推進
事業

302,078
(再掲）

●県内映画館におけるPR動画放映
●メディア（テレビ埼玉、ＮＡＣＫ５）を活用した広報
●SNSを使用した大会気運醸成

県民生活部
ラグビーワールドカップ
2019大会課

東京オリンピック・パラリンピック推進事業 236,491
オリンピック２年前イベント、パラリンピック２年前イベントを開催するほか、テレ玉、ＦＭ NACK5でのＰＲ番組の放送や、
映画館でのＣＭ放送（シネアド）等を実施する。

県民生活部
オリンピック・パラリン
ピック大会課

ラグビーワールドカップ2019大会準備推進
事業

302,078
(再掲）

●カウントダウンイベント
●新熊谷ラグビー場こけら落とし
●各種イベントへのPRブース出展

県民生活部
ラグビーワールドカップ
2019大会課

東京オリンピック・パラリンピック推進事業 236,491 県内各地で開催されるスポーツ関連イベント等で、東京2020大会のＰＲブースを出展し、大会に向けた気運醸成を図る。
県民生活部
オリンピック・パラリン
ピック大会課

○東京２０２０大会出場の海外チームの事前トレーニングキャンプ誘致の推進

55 ３－４
地域活性化、観光振興、グローバル化の観点か
ら、誘致を希望する市町村と連携してキャンプ誘致
を進める

東京オリンピック・パラリンピック推進事業 236,491

●オリンピック委員会や競技団体等の要望に応じて県内視察を受け入れ、事前キャンプを希望する市町村とのマッチン
グを進めていく。
●オリンピック委員会関係者が数多く集まる国際競技大会などにおいて、県内のスポーツ施設をアピールするプロモー
ション活動を実施する。

県民生活部
オリンピック・パラリン
ピック大会課

３－３
県内各地域で開催される、県民参加のスポーツ関
連イベント等を支援

55

55 ３－１
本県開催競技の体験機会を増やし、ルールの理解
や競技の楽しみ方を普及することで、大会に向けた
気運の醸成を図る

55 ３－２
大会への関心を高めるため、集中的にイベントやテ
レビ等各種媒体を通じたＰＲ活動を展開

 「オリンピック2年前イベント」 日程：平成３０年７月2１日・22日 場所：越谷イオンレイクタウン 参加者：51万人 

 「パラリンピック2年前イベント」日程：平成３０年8月２５日  場所：ららぽーと富士見・富士見市体育館 参加者：5万人 

 「熊谷ラグビー場の改修工事」 平成30年8月末に完成。 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○トップレベルの競技会や大規模スポーツ大会等の招致・開催の推進

スポーツ大会等開催事業 10,044
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

スポーツを活用した地域振興事業 54,735
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

スポーツ大会等開催事業 10,044
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

スポーツを活用した地域振興事業 54,735
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

○「ホームタウンスポーツ」づくりの促進

55 ３－７
ホームタウンスポーツづくりによる、地域の魅力の
向上を図る市町村の取組を促進

市町村スポーツ主管課会議を年3回開催し、各市町村のホームタウンスポーツによる取組を紹介するとともに、情報交換
や意見交換を行い、市町村のホームタウンスポーツの取組を促進。 スポーツ振興課

（企画・生涯スポーツ担
当）

○トップチームと地域との交流を促進

55 ３－８
トップチームによる、地域に密着したチームづくりを
促進する

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

55 ３－９
市町村におけるホームタウンチーム化を促進し、地
域との一体感を高め、ファン層の拡大によるチーム
への支援につなげる

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○スポーツ施設を活用した地域の魅力づくり

55 ３－１０
スポーツ施設を活用し、地域のにぎわいの創出や
魅力づくりを推進

全国・世界に打ち出せるスポーツ大会を開催し、地域の活性化につなげるとともに、県民が健康で生きがいのある生活が
できるよう、生涯にわたるスポーツの普及推進を図る。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担当）

55 ３－１１
スポーツ施設の整備にあたって、地域のにぎわい
の創出や魅力づくりの視点を踏まえた検討を行う

埼玉スタジアム2002公園施設整備費 388,222
東京オリンピックを契機に来県する外国人観光客などに対し、本県の魅力を積極的にＰＲするとともに、Wi-Fiなどを設置
し来園者に対しおもてなしすることで利用環境を向上させ、公園利用者の増加を図る。

都市整備部
公園スタジアム課

３－５
県民がスポーツの魅力を身近に感じることができる
よう、トップレベルの競技大会や大規模スポーツ大
会等の招致・開催を推進する

55 ３－６
トップレベルの競技大会や大規模スポーツ大会等
を通じ、地域の魅力発信やにぎわいの創出を図る

●彩の国実業団駅伝、埼玉県駅伝競走大会において、ポスター等へ関係自治体の観光情報やB級グルメを掲載し、地域
の魅力発信を行う。
●秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会において、会場に地元の特産品の販売ブースを設置し、秩父地域の魅力発信
やにぎわいの創出を図る。
●さいたま国際マラソンにおいて、併催イベントを開催し、B級グルメの販売や県産品の展示を実施することにより県の魅
力発信やにぎわいの創出を図る。

●彩の国実業団駅伝、埼玉県駅伝競走大会、秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会の開催を通じて、トップアスリートの
競技を身近に体験できる機会を設ける。
●さいたま国際マラソンへのボランティア、沿道での応援やおもてなし等の参加を通じて、トップアスリートの競技を身近に
体験できる機会を設ける。

55

埼玉県を代表するスポーツチーム（9チーム）によって結成された「プライドリームス埼玉」の活動支援

 「第1回市町村スポーツ主管課長会議」 日程：平成30年4月12日 場所：県民健康センター 参加：３８市町 

 「第2回市町村スポーツ主管課長会議」 日程：平成30年9月13日 場所：さいたま共済会館 （予定） 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

（２）スポーツの成長産業化

○多彩なスポーツ大会やイベントの誘致・開催を通じたスポーツツーリズムの推進

56 ３－１２
スポーツ大会やイベントの誘致・開催を通じ、県内
外からの参加者が食や物産等、県の魅力を楽しめ
る併催イベントを開催し、地域経済の活性化を図る

スポーツを活用した地域振興事業 54,735
さいたま国際マラソンにおいて、併催イベントを開催し、B級グルメの販売や県産品の展示を実施することにより県産品の
消費促進を図る。

スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

埼玉国際サッカーフェスティバル開催事業 20,000

「埼玉国際サッカーフェスティバル」を開催し、育成世代の競技力の向上や国際交流を深めるとともに、県内企業による
ブース出展やフードコーナーなどのイベントを行う。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

埼玉魅力発信戦略事業 5,392
大会やイベントの際に、コバトンやさいたまっちによる活動を通して、本県の魅力を県内外へＰＲすることで、本県の持つ
魅力や強みを磨き、ブランド力を向上させる。

県民生活部
広聴広報課

○豊かな自然に親しむスポーツを通じた消費の喚起

56 ３－１４

自然を生かしたサイクリング、カヌー、ラフティング、
キャンプ等のアウトドアスポーツを推進し、地元の
食・特産品、観光や、旅行、アパレル、スポーツ用
品等、様々な消費の喚起により地域経済の活性化
を図る

げんきプラザ管理運営費 321,789

○加須げんきプラザ
●とびだせ長瀞自然体験（加須げんきプラザ）8月中旬　　1泊2日

○大滝げんきプラザ
●親子で楽しむ夏の自然体験キャンプ「浅瀬で川釣り・そば打ち体験（大滝げんきプラザ）7月中旬　　1泊2日

○長瀞げんきプラザ
●親子で挑戦、釣り・カヌー（長瀞げんきプラザ）8月上旬　1泊2日
●家族でカヌー＆Ｓ・Ｕ・Ｐクルーズ体験会（長瀞げんきプラザ）
8月上旬、9月中旬　日帰り、1泊2日

○小川げんきプラザ
●沼の赤鬼に挑戦！みんなでザリガニ釣り（小川げんきプラザ）7月上旬

○神川げんきプラザ
●神川サマーキャンプ（神川げんきプラザ）8月中旬　 1泊2日　2回

○名栗げんきプラザ
●カナディアンカヌーに挑戦（名栗げんきプラザ）9月中旬
●飯能市長杯チャレンジ釣り大会（名栗げんきプラザ）5月下旬

教育局
生涯学習推進課

○スポーツ大会やイベントを通じた民間企業等のＰＲ

56 ３－１５
各種スポーツ大会やイベント開催に対し、民間企業
等による協力を積極的に働きかけるとともに、協力
企業等のＰＲを実施し、企業活動の促進を図る

スポーツ大会等開催事業 10,044

●「埼玉県駅伝競走大会」、「秩父宮杯自転車道路競走大会」において、企業からの協賛金、物品の提供、大会車両の提
供等の協力を働き掛ける。
●「さいたま国際マラソン」の開催に当たり、読売新聞社、日本テレビ等の主催者と運営を行う。また、女子栄養大学を始
め、多くの団体、企業などと連携を行う。

スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

56 ３－１３
大会やイベントの参加者に、地域の魅力を発信す
るプロモーションを推進する

 「埼玉国際サッカーフェスティバル２０１９」 
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○「ホームタウンスポーツ」づくりの促進

56 ３－１６
ホームタウンスポーツづくりによる、地域の魅力の
向上を図る市町村の取組を促進

市町村スポーツ主管課会議を年3回開催し、各市町村のホームタウンスポーツによる取組を紹介するとともに、情報交換
や意見交換を行い、市町村のホームタウンスポーツの取組を促進。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

県民総合体育大会の開催 6,464
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

埼玉国際サッカーフェスティバル開催事業 20,000
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○スポーツチームの活性化支援

56 ３－１８

市町村と連携し、スポーツチームのホームタウン
チーム化を進め、地域のファン層を拡大するほか、
チームの積極的な魅力発信を通じ、多くの観戦客
を呼び込みホームゲームでの盛り上げを図るなど、
チームの活性化を支援する

スポーツ情報の発信
市町村や県内プロスポーツチームと連携し、県の広報物やスポナビ！サイタマ！を効果的に活用することで、スポーツに
関する情報や試合予定を発信するなど、ファン層の拡大のための施策の推進を図る。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○スポーツ関連産業に参入する企業への支援

56 ３－１９
スポーツ関連産業に参入する民間企業に対して、
経営強化、技術・製品開発、資金調達、販路拡大
等を支援する

埼玉イノベーションリーダー育成事業 30,295

「スポーツ×スタートアップ」を主なテーマとし、大学生以上の起業意欲のある若者に対して、セミナーの開催や先輩起業
家などによる助言指導を実施し、ビジネスアイディアの事業化を支援する。

産業労働部
産業支援課

○健康関連サービス産業への支援

56 ３－２０
スポーツによる健康増進意欲の高まりを踏まえ、ス
ポーツを通じた健康関連ビジネスに取り組むサー
ビス事業者を支援する

健康関連サービス産業支援事業 13,374
地域の産学官等で構成する協議会を設置し、医科学的根拠に基づく、無理せず楽しく運動効果を高めるクアオルト・ウ
オーキングを核に都心近郊のヘルスツーリズム産業を創出する。また、食やスポーツ等の企業の参画を進め、新サービ
ス創出を促進する。

産業労働部
商業・サービス産業支援
課

○多彩なスポーツ大会やイベントを通じたスポーツ関連ビジネスのＰＲ

埼玉国際サッカーフェスティバル開催事業 20,000 「埼玉国際サッカーフェスティバル」を開催と同時に、併催イベントとして協賛企業によるブース出展などを行う。
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

スポーツ大会等開催事業 10,044
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

スポーツを活用した地域振興事業 54,735
スポーツ振興課
（スポーツ普及担当）

56 ３－２２
スポーツ関連企業主催のスポーツイベント開催を
促進する

スポーツ関連団体やスポーツ関連企業の主催する大会を後援し、スポーツイベントの開催を促進する。
スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

56 ３－２１
大会やイベント開催時に、スポーツ関連商品ＰＲ
ブースの設置等により、来場者へスポーツ関連ビジ
ネスのＰＲを図る

56 ３－１７
競技会やイベント開催等を通じ集客を図るととも
に、関連スポーツ用品の消費を促すことで、地域経
済の活性化を促進する

埼玉県駅伝競走大会、さいたま国際マラソンにおいて、スポーツ関連商品を扱う企業のブースを設置し、スポーツ関連ビ
ジネスのＰＲを図る。

「スポーツフェスティバル」や「埼玉国際サッカーフェスティバル」を開催と同時に、併催イベントとして地元グルメのフード
コーナーや協賛企業のブース出展を行い、地域経済の活性化を促進する。

 「第1回市町村スポーツ主管課長会議」 日程：平成30年4月12日 場所：県民健康センター 参加：３８市町 

 「第2回市町村スポーツ主管課長会議」 日程：平成30年9月13日 場所：さいたま共済会館 （予定） 

 「イノベーションリーダーズ育成プログラム イベント」 日程：平成30年８月２１日 場所：大宮ソニックシティ 参加：３５６
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○スポーツ施設を活用した地域経済の活性化

56 ３－２３
スポーツ施設の整備・活用を検討する際、スポーツ
を通じた地域経済の活性化を目指す

埼玉スタジアム2002公園施設整備費 388,222
東京オリンピックを契機に来県する外国人観光客などに対し、本県の魅力を積極的にＰＲするとともに、Wi-Fiなどを設置
し来園者に対しおもてなしすることで利用環境を向上させ、公園利用者の増加を図る。

都市整備部
公園スタジアム課

施策４　世界に羽ばたくトップアスリートの輩出

（１）トップアスリートの発掘、育成、支援

○アスリートの発掘・育成

58 ４－１

次代の埼玉スポーツ界を担う若い人材を発掘し、
ジュニア期からアスリートとしての競技力向上を図
る「埼玉県ジュニアアスリート発掘育成事業」に取り
組む

埼玉発のオリンピアン育成事業 37,185

①ジュニアアスリート（プラチナキッズ）の募集（５月）
②年間を通じた育成プログラムの実施（通年）
③競技体験教室の実施（通年）
④卒業生の育成プログラム終了認定（３月）

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

58 ４－２
ジュニア期からトップアスリートまでの一貫した指導
が継続されるよう、競技団体や指導者への研修を
充実する

競技力向上事業費 83,515

●支援スタッフ派遣事業（１０月）
●埼玉県選手強化コーチ研修会（７月）
●スポーツ指導者研修会（３月）
●彩の国ジュニアアスリートアカデミー事業（通年・各競技団体）
●日本体育協会公認コーチ資格取得補助事業（通年）
●競技団体長・支援企業等シンポジウム（１月）

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

○埼玉発のオリンピアンの育成

58 ４－３
スポーツ医・科学によるトレーニングや教科活動費
の助成等により、オリンピックでの活躍を支援する

埼玉発のオリンピアン育成事業 37,185

①スポーツ人財飛翔事業（ドリームアスリート）の募集（前年度末）
②ドリームアスリート認定・認定証交付式（６０名・４月）
③特別強化費助成（６０名・年最大４０万円）
④身体能力測定（６０名・７月～１２月）
⑤トレーニング、栄養、メンタル指導等（個別対応）

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

58 ４－４
安全で公正な競技の実施に向け、本県の選手や指
導者に対するアンチドーピングの研修を充実する

競技力向上事業費 83,515
●アンチ・ドーピング講習会（７月・各競技団体強化スタッフ対象）
●アンチ・ドーピング教育・啓発講習（９月・国体選手対象）

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

○安定した競技生活を継続するための就職支援

59 ４－５
アスリート向けに県内企業との就職マッチングの機
会を経済団体等と連携して提供し、アスリートの安
定した競技生活の継続を図る

彩の国アスリート就職支援事業 1,140
①無料職業紹介所「埼玉アスリート就職サポートセンター（埼玉アスサポ）」開設（１０月）
②ＪＯＣ「アスナビ」第３回埼玉開催（１０月）
③埼玉アスサポ合同説明会（３月）

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

○指導者等の育成

59 ４－６

各競技団体等における公認指導者や有資格指導
者の登録の促進や選手強化のためのコーチ研修
会やスポーツ指導者研修会等の充実を図るなど、
競技力向上に向けた優秀な指導者や審判の育成
に取り組む

競技力向上事業費 83,515
●埼玉県選手強化コーチ研修会・国体必勝対策会議（７月）
●埼玉県スポーツ指導者研修会（３月）※日本体育協会資格更新研修

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

○競技団体組織の強化

59 ４－７
県体育協会と連携し、競技団体による主体的な活
動を促す研修の充実等により、競技力向上のため
の組織的取り組みを推進する

競技力向上事業 83,515

諸会議の開催
①選手強化対策会議（４月・９月・１月）
②選手強化対策常任委員会（４月・１２月）
③国体監督・選手選考会議（９月）
④国体必勝対策会議（７月）
⑤競技別強化対策会議（１１月）
⑥競技団体長・支援企業等シンポジウム（１月）

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）
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平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

（２）障害者の競技スポーツの推進

○障害者の競技スポーツの裾野拡大

59 ４－８
障害者の競技スポーツの裾野となる障害者スポー
ツ活動の普及を図るため、各競技会の開催や障が
い者スポーツ指導員の養成を図る

障害者スポーツが身近になる環境づくり事
業

19,882

障害者スポーツの理解促進、スポーツをしやすい環境づくりを行う。
〇障害者スポーツ理解促進教材の作成や、小中学校、高校及び大学を対象とした体験交流会等の実施。
〇障害者スポーツ指導員の活躍の場の創出及び障害者がスポーツを行う機会の創出
〇研修等によるスポーツ施設の障害者受け入れ体制の強化

福祉部
障害者福祉推進課

59 ４－９
東京２０２０大会に向けたパラリンピック競技種目の
周知・普及を図る

東京オリンピック・パラリンピック推進事業 236,491
オリンピック２年前イベント、パラリンピック２年前イベントを開催するほか、テレ玉、ＦＭ NACK5でのＰＲ番組の放送、東京
2020大会の概要を記載したガイドブックの配布等により、パラリンピック競技種目の周知・普及を図る。

県民生活部
オリンピック・パラリン
ピック大会課

○障害者アスリートの発掘・育成

59 ４－１０
競技団体や特別支援学校等の教育機関と連携し、
アスリートの発掘を推進するとともに、効果的な育
成を図る

福祉部
障害者福祉推進課

59 ４－１１

「彩の国パラリンピック選手育成強化事業」により、
パラリンピック出場を目指す有望な障害者アスリー
トをターゲットとして、競技力向上のための強化練
習会の実施や、海外遠征費の助成等、集中的な育
成・強化を推進する

福祉部
障害者福祉推進課

59 ４－１２

（一社）埼玉県障害者スポーツ協会と連携し、競技
スポーツへの登竜門である「全国障害者スポーツ
大会」への選手団の派遣や、障害者アスリート並び
に各競技団体への活動支援等により、競技力の向
上を図る

全国障害者スポーツ大会等派遣事業費補
助

34,918
全国レベルの障害者スポーツ大会に参加することを通じて本県の障害者スポーツの競技レベルの向上と障害者スポーツ
の振興を図る。また、障害や障害者に対する県民理解を深める。

福祉部
障害者福祉推進課

（３）トップチーム・トップアスリートと地域スポーツの好循環の創出

○トップチーム・トップアスリートと連携した地域スポーツ活動の推進

60 ４－１３
トップチームやトップアスリートによる地域でのス
ポーツ教室等の開催を通じ、地域スポーツの振興
を図る

県民総合体育大会の開催 6,464

県内のトップスポーツチームで組織されるプライドリームス埼玉と協力し、スポーツフェスティバルとして「ファミリースポー
ツ体験」を開催する。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

○「ホームタウンチーム化」の推進

60 ４－１４

市町村と連携し、スポーツチームのホームタウン
チーム化を進め、チームの積極的な魅力発信によ
り、地域におけるファン層の拡大を図り、県民のス
ポーツ振興につなげる

スポーツ情報の発信
市町村や県内プロスポーツチームと連携し、県の広報物やスポナビ！サイタマ！を効果的に活用することで、スポーツに
関する情報や試合予定を発信するなど、ファン層の拡大のための施策の推進を図る。

スポーツ振興課
（企画・生涯スポーツ担
当）

埼玉パラドリームアスリート事業 31,800

①特別強化選手25人を選考し、強化費を助成する。
②専門家による栄養指導、メンタル指導等のサポートを実施する。
③県内の競技団体等を対象に競技力強化の支援を実施する。

 「平成30年度パラドリームアスリート認定式」 

 日程：平成30年６月１６日  場所：知事公館    対象選手：２５名（15競技） 

 「ファミリースポーツ体験」 

 日程：平成３０年９月2３日 場所：埼玉県立大学 参加者：１００組２００人予定 

17 / 18 ページ



平成３０年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 資料１－３　　　

事業名
予算額
（千円）

事業内容
頁

取組番
号 具体的な取組 担当課

平成30年度 取組予定

○トップアスリートを活用した事業の推進

60 ４－１５
次世代アスリートの発掘・育成を目指し、トップアス
リートの技術や経験、人間的な魅力等を生かした
ジュニア期からのアスリート育成事業に取り組む

埼玉発のオリンピアン育成事業 37,185

1 ジュニアアスリート（プラチナキッズ）の募集
2 年間を通じた育成プログラムの実施
3 競技体験教室の実施
4 卒業生の育成プログラム終了認定

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

60 ４－１６
アスリートの育成や競技力向上のため、県体育協
会と連携し、トップアスリートやトップコーチを活用し
た指導者研修会や講習会の実施に取り組む

競技力向上事業費 83,515
長期的な視点でジュニア選手の競技力向上を図るため、競技団体が実施する練習会の実施やトップレベルのコーチの招
聘を支援する。

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

○スポーツ顕彰制度の実施

（公財）埼玉県体育協会運営費補助 77,060
（公財）埼玉県体育協会と共催で、埼玉県の体育・スポーツの振興・発展に貢献し、その功績が顕著な者及びスポーツ界
で優秀な成績を収めた選手又はチームに対し、「埼玉県体育賞」を贈呈し、表彰を行う。

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

埼玉魅力発信戦略事業費 139
スポーツの分野において、広く県民に愛され県民に明るい希望と活力を与えることに多大な功績があった個人・団体につ
いて、「彩の国功労賞」を贈呈し、表彰を行う。

県民生活部
広聴広報課

（４）アスリート育成に向けたスポーツ医・科学の活用

○スポーツ医・科学の知見を活用したアスリート支援

61 ４－１８

県体育協会や県内の関係大学との連携により、ス
ポーツ医・科学を活用した競技力の向上対策を推
進するとともに、スポーツ指導者やアスリートへの
専門的な研修を充実させる

競技力向上事業費 83,515
長期的な視点でジュニア選手の競技力向上を図るため、競技団体が実施する練習会の実施やトップレベルのコーチの招
聘を支援する。

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

61 ４－１９
スポーツ医・科学を活用したトレーニングや栄養指
導等により、アスリートを支援する

スポーツ科学によるアスリート支援事業 28,921
アスリートを対象とした身体能力の測定、評価（フィードバック）、栄養・メンタル指導、トレーニングプログラム等の作成・助
言を行う。

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

61 ４－２０
安全で公正な競技の実施に向け、本県の選手や指
導者に対するアンチドーピング研修会や講習会の
実施を進める。

競技力向上事業費 83,515
長期的な視点でジュニア選手の競技力向上を図るため、競技団体が実施する練習会の実施やトップレベルのコーチの招
聘を支援する。

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

61 ４－２１
女性特有の課題への配慮を踏まえ、女性アスリー
トの競技力向上の取組を積極的に支援する

埼玉発のオリンピアン育成事業 37,185
オリンピック有望選手（60名）の中の女性アスリートを対象に、専門家の支援等を行い競技力の向上をはかる。

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

○スポーツ医・科学を活用した拠点施設の設置検討

61 ４－２２
県内におけるスポーツ医・科学の活用を図るため
の健康・スポーツ分野の拠点施設の整備に向け、
機能や整備手法、運営方法等の検討を進める

スポーツ医・科学拠点施設・水泳場整備事
業費

43,308
アスリートの競技力向上や県民の充実したスポーツライフを推進する拠点として、スポーツ医・科学拠点施設及び屋内水
泳場の整備に向けた検討を行う。

スポーツ振興課
（総務・施設担当）

60 ４－１７

優秀な競技成績を収めた選手やスポーツ振興に功
労のあった人や団体を顕彰することにより、トップア
スリートやトップチームの持つ魅力を発信しスポー
ツへの関心を高める

 「女性アスリートサポート」  対象：ドリームアスリート所属女性選手 
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