
資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

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

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

スポーツ大会等開催事業 10,500 11,750 ▲ 1,250

●彩の国実業団駅伝、埼玉県駅伝競走大会及び秩父宮杯埼玉県自転車道路競
走大会を関係自治体と連携して実施する。
※新型コロナウイルス感染症に係る状況により開催の可否を決定

●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。

スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

○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
（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
（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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100
●県民総合スポーツ大会実行委員会を推進の主体とし、県民総合スポーツ大会
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。
●スポーツフェスティバルを１回以上開催する。

スポーツ振興課
（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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100

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」と制定した。各関係団体に「県民スポーツの日」の取
組調査アンケートを実施し、周知を行う。

スポーツ振興課
（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 7,344 7,444 ▲ 100
埼玉県を代表するプロ・トップスポーツチームと協力し、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
（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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100
埼玉県を代表するプロ・トップスポーツチームと協力し、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
（生涯スポーツ担当）

○広報、情報発信の充実

43 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 0 0
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
（生涯スポーツ担当）

彩の国だより発行費 303,447 324,753 ▲ 21,306
県民生活部
広報課

県政広報テレビ番組放送費 118,311 118,327 ▲ 16
県民生活部
広報課

県政広報ラジオ番組放送費 36,787 36,787 0
県民生活部
広報課

インターネット広報推進費 8,201 8,399 ▲ 198
県民生活部
広報課

スポーツ情報の発信 0 0
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
（生涯スポーツ担当）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

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

彩の国だよりや県政広報テレビ番組（いまドキッ！埼玉）、県政広報ラジオ番組（朝
情報★埼玉）、県ホームページ、県スマートフォンアプリ、県公式ＳＮＳ（フェイスブッ
ク、ツイッター）などを活用し、県民に多種多様なスポーツ情報を提供する。

　彩の国だより県政ページ掲載件数・・・・・・・・・・・・・・6件
　県政広報テレビ番組放送件数・・・・・・・・・・・・・・・ ・10件
　県政広報ラジオ番組放送件数・・・・・・・・・・・・・・・ ・10件
　県スマートフォンアプリ特集記事・・・・・・・・・・・・・・ ・6件
　県公式ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター配信）…10件

42 県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100

●県民総合スポーツ大会実行委員会を推進の主体とし、県民総合スポーツ大会
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。
●スポーツフェスティバルを１回以上開催する。
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

（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

0 0 0
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
（生涯スポーツ担当）

健康経営実践企業支援事業 3,701 3,721 ▲ 20 埼玉県健康宣言事業所の新規登録数：550事業所 
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

0 0 0
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
（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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100

●県民総合スポーツ大会実行委員会を推進の主体とし、県民総合スポーツ大会
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。
●スポーツフェスティバルを１回以上開催する。

スポーツ振興課
（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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100
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を実施することで、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
（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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100
スポーツイベント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
（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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100
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
（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

5,770 5,770 0

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」を開催
　日　　程：令和4年10月20日（木）
　場　　所：熊谷スポーツ文化公園
　参 加 者：約1,000名
②　全国健康福祉祭（ねんりんピック）へ埼玉県代表選手団を派遣
　期　　間：令和4年11月12日（土）～11月15日（火）
　開 催 地：神奈川県内市町村
　派遣人数：約150名

福祉部
高齢者福祉課

○各種スポーツ大会やイベント等開催の推進

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100
●県民総合スポーツ大会実行委員会を推進の主体とし、県民総合スポーツ大会
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。
●スポーツフェスティバルを１回以上開催する。

スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

スポーツ大会等開催事業 10,500 11,750 ▲ 1,250
埼玉県駅伝競走大会及び秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会を開催する。
※新型コロナウイルス感染症に係る状況により開催の可否を決定

スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

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 10,500 11,750 ▲ 1,250 関係自治体や主催団体等と連携を図り、彩の国実業団駅伝の開催に協力する。
スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

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を認定

44 １－１７
県民総合スポーツ大会、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
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事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

○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

【加須げんきプラザ】
・フォトロゲイニング大会　2月下旬

【大滝げんきプラザ】
・大滝で仲間づくりとわくわく自然体験！大滝チャレンジスクール2022　8月中旬
・ふれあいハイキング　9月中旬、10月上旬、3月下旬

【長瀞げんきプラザ】
・水と川から学ぶ「SDGs」　7月中旬
・ながとろでカヌーに乗ろう！　10月上旬

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

【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～　6月下旬
・すばる探検隊　8月中旬
　
【神川げんきプラザ】
・かみかわ野あそびくらぶ～川で思いっきりあそぼう～　7月下旬
・ノルディックウォークでリフレッシュ　12月中旬
・グラウンドゴルフ大会　11月中旬
・ターゲットバードゴルフ大会　11月下旬

【名栗げんきプラザ】
・名栗シニア自然塾　4月下旬、6月中旬、9月下旬、10月下旬、12月中旬、2月中
旬
・親子釣り教室　6月中旬、9月中旬
・もりっこクラブ～夏のわくわく川探検～　7月下旬
・名栗サマーキャンプ～みんなで作る5日間～　8月上旬

教育局
生涯学習推進課

　　○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
や優良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

480

健康長寿埼玉プロジェクト推進
事業

328,758 305,811 22,947

健康長寿埼玉プロジェクト参加人数の拡大
① 健康長寿市町村支援事業参加市町村数：63市町村
② 埼玉県コバトン健康マイレージ参加者数：150,000人
③ 健康長寿サポーター養成者数：115,000人
④ 埼玉県健康宣言事業所の新規登録数：550事業所

加須げんきプラザ管理運営費
大滝げんきプラザ管理運営費
げんきプラザ管理運営費

348,954 348,474
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事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

（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

障害者スポーツで活力ある社
会づくり推進事業

9,144 10,149 ▲ 1,005
小中学校、高校及び大学を対象とした体験交流会を実施し、障害者スポーツの理
解促進やスポーツをしやすい環境づくりを行う。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

彩の国ふれあいピック開催費 7,988 7,988 0

全国障害者スポーツ大会等派
遣事業補助費

29,400 33,300 ▲ 3,900

　　○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

障害者スポーツで活力ある社
会づくり推進事業

9,144 10,149 ▲ 1,005
県ホームページや障害者スポーツ担当が所有するＳＮＳを通じて障害者スポーツに
関する情報を発信する。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

　　○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

障害者スポーツで活力ある社
会づくり推進事業

9,144 10,149 ▲ 1,005
県ホームページや障害者スポーツ担当が所有するＳＮＳを通じて障害者スポーツに
関する情報を発信する。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

○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

障害者スポーツで活力ある社
会づくり推進事業

9,144 10,149 ▲ 1,005
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を実施し、地域で活動する指導員を養
成する。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

○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

障害者スポーツで活力ある社
会づくり推進事業

9,144 10,149 ▲ 1,005
県ホームページや障害者スポーツ担当が所有するＳＮＳを通じて障害者スポーツに
関する情報を発信する。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

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

障害者スポーツで活力ある社
会づくり推進事業

9,144 10,149 ▲ 1,005
スポーツ施設向けの運営マニュアルを活用し、県ホームページの掲載等で周知を
行う。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

○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

障害者スポーツで活力ある社
会づくり推進事業

9,144 10,149 ▲ 1,005
身近な地域において障害者スポーツに取り組めるように、障害者スポーツ活動を
実施する団体に支援を行う。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

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

障害者スポーツで活力ある社
会づくり推進事業

9,144 10,149 ▲ 1,005
スポーツ施設向けの運営マニュアルを活用し、県ホームページの掲載等で周知を
行う。
障害者スポーツの理解促進を図る事業を実施する団体に対して支援を行う。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

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

全県的な障害者スポーツ大会開催や全国レベルのスポーツ大会参加を通じて、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一層の振興を図る。
また、障害や障害者に対する県民の理解を深める。
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

（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 スポーツリーダーバンク事業 0 0 0
スポーツ振興課
（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 0 0 0
スポーツ振興課
（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 140 285 ▲ 145

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）
※日程未定

スポーツ振興課
（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

総合型地域スポーツクラブ活性
化事業

5,304 5,400 ▲ 96
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
（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 0 0 0

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
（生涯スポーツ担当）

○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

総合型地域スポーツクラブ活性
化事業

5,304 5,400 ▲ 96
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。

スポーツ振興課
（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

総合型地域スポーツクラブ活性
化事業

5,304 5,400 ▲ 96

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

スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

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、
適切な登録者を紹介する。
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

（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
（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
（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、県スポーツ協会
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

スポーツ少年団事業費 10,001 10,001 0

１．大会開催支援
２．指導者養成・研修
３．リーダー養成・研修事業
４．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

屋内５０ｍ水泳場及びスポーツ
科学拠点施設整備事業費

49,325 15,183 34,142
 屋内50ｍ水泳場ＰＦＩ事業公募準備
 スポーツ科学拠点施設整備に向けた検討

スポーツ振興課
（スポーツ施設担当）

○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 1,529,690 1,565,214 ▲ 35,524
公園施設の改修・修繕工事、設計を実施する。（大宮公園ほか１４公園）
熊谷スポーツ文化公園の空調新設工事計を行う。

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 33,826 0
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
（スポーツ連携・企画
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 1,877 2,087 ▲ 210
県民が身近に利用できる地域スポーツ施設として、学校教育に支障のない範囲内
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

0 0 0
スポーツ庁の「スポーツをしやすいまちづくり（スポーツをする場の確保）」施策を
踏まえ、大学や企業の施設も活用するなど、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
（スポーツ連携・企画
担当）

○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

0 0 0
スポーツ庁の「スポーツをしやすいまちづくり（スポーツをする場の確保）」施策を
踏まえ、スポーツ施設以外の空間も活用するなど、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
（スポーツ連携・企画
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

0 0 0
スポナビ！サイタマ！の管理運営を行い、健康増進やスポーツ栄養学の視点に立っ
た情報等を県民へ発信する。

スポーツ振興課
（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

競技力向上事業費 82,112 82,512 ▲ 400

１．スポーツ科学研究事業
（１）)アンチ・ドーピング教育啓発事業
（２）スポーツ医・科学相談事業
（３）国体選手の健康管理事業
（４）国民体育大会帯同ドクター派遣
２．埼玉県スポーツ指導者研修会
（１）スポーツ指導者研修会
（２）彩の国スポーツ推進連絡会議
（３）コーチングセミナー

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科学の活用を図るためのス
ポーツ科学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

屋内５０ｍ水泳場及びスポーツ
科学拠点施設整備事業費

49,325 15,183 34,142
 屋内50ｍ水泳場ＰＦＩ事業公募準備
 スポーツ科学拠点施設整備に向けた検討

スポーツ振興課
（スポーツ施設担当）

総合型地域スポーツクラブ活性
化事業

5,304 5,400 ▲ 96

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。
令和４年度から運用が開始される登録・認証制度の創設に向け、関係機関と調整
し、運用開始に向けた準備に取り組む。
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

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

学校体育実技指導研修事業
1,396 2,459 ▲ 1,063

児童生徒のための体力向上推
進事業

3,385 3,273 112

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 1,396 2,459 ▲ 1,063

・体育実技指導者講習会（小学校、中学校、高校）
・中学校武道・ダンス実技指導者講習会
・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
・運動好きな児童生徒育成推進委員会

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 1,396 2,459 ▲ 1,063

・体育実技指導者講習会（小学校、中学校、高校）
・中学校武道・ダンス実技指導者講習会
・体育・保健体育研究協議会
・小・中学校体育授業研究会、高等学校地区研究協議会
・体力課題解決研究発表会
　体力課題解決研究指定校（Ｒ２・Ｒ３）４校（Ｒ３・Ｒ４）５校
・運動好きな児童生徒育成推進委員会

教育局
保健体育課

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 1,396 2,459 ▲ 1,063
・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

学校健康教育推進費 267,265 261,862 5,403 定期健康診断時に運動器健診を実施
教育局
保健体育課

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ための資質・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

・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
・体力課題解決研究発表会
　体力課題解決研究指定校（Ｒ１・Ｒ２）４校、（Ｒ２・Ｒ３）４校
・体力向上推進委員会
・体力向上フォーラム
・運動好きな児童生徒育成検討委員会

教育局
保健体育課
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

○体力と運動技能を高める活動の推進

学校体育実技指導研修事業
1,396 2,459 ▲ 1,063

児童生徒のための体力向上推
進事業

3,385 3,273 112

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 1,396 2,459 ▲ 1,063
・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 1,396 2,459 ▲ 1,063

・体育実技指導者講習会（小学校、中学校、高校）
・中学校武道・ダンス実技指導者講習会
・体育・保健体育研究協議会
・小・中学校体育授業研究会、高等学校地区研究協議会
・体力課題解決研究発表会
　体力改題解決研究指定校（Ｒ２・Ｒ３）４校、（Ｒ３・Ｒ４）５校
・運動好きな児童生徒育成推進委員会

教育局
保健体育課

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 17,494 19,582 ▲ 2,088
・県立学校運動部活動サポート事業
・県立学校運動部活動指導員活用事業
・埼玉県運動部活動インターンシップ

教育局
保健体育課

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

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0 ・中学校部活動指導員活用事業
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

3,385 3,273 112 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

3,385 3,273 112

・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

0 0 0

・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。小学校５５校。
・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。　高校→小学校

教育局
保健体育課

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

・体育・保健体育研究協議会
・小・中学校体育授業研究会、高等学校地区研究協議会
・体力課題解決研究発表会
　体力改題解決研究指定校（Ｒ２・Ｒ３）４校、（Ｒ３・Ｒ４）５校
・体力向上推進委員会
・体力向上フォーラム
・運動好きな児童生徒育成推進委員会

教育局
保健体育課

51 ２－９
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

○学校体育施設や設備の整備の推進

県立学校グラウンド整備事業 138,720 125,137 13,583

①使用に伴う劣化などで教育活動に支障をきたしている県立学校のグラウンドを
整備し、生徒が安心して安全に授業や部活動を行える環境を整備する。
　グラウンド改修　7校（高等学校　6校、特別支援学校　1校）
②埼玉スタジアム2002の芝張替えにより不要となった天然芝について
　財産の有効活用等を目的として、学校へ移設するため、グラウンド等の
  造成工事を行う。
　埼玉スタジアム既存芝設置事業　4校（高等学校　2校、特別支援学校　2校）

・グラウンド改修実施校の増加
・埼玉スタジアム既存芝設置事業
　4校 R3→R4への繰越

教育局
財務課

県立学校体育館整備費 682,321 343,028 339,293

①老朽化した体育館について改修工事を実施し、学習環境の整備を図る。
　改修設計　3校3棟、改修工事　3校4棟
②条約により水銀灯の製造等が禁止されることに伴い、水銀灯が設置されている
県立学校について、照明設備更新工事を単独で実施する。
  調光機能付照明設備更新工事　9校

・体育館改修工事実施校の増加
・老朽化体育館改修工事
　1校 R3→R4への繰越
・調光機能付照明設備更新工事
　4校 R3→R4への繰越
・災害対応用電気設備工事
　及び床改修工事の終了

教育局
財務課

51 ２－１３
老朽化対策等の学校体育施設や設備の整備を進
める
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

（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

運動部活動指導充実支援事業
17,494 19,582 ▲ 2,088

運動部活動全国・関東大会派
遣等事業

30,676 38,760 ▲ 8,084

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0

運動部活動指導充実支援事業 17,494 19,582 ▲ 2,088

運動部活動全国・関東大会派
遣等事業

30,676 38,760 ▲ 8,084

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0

○指導者の資質向上

運動部活動指導充実支援事業
17,494 19,582 ▲ 2,088

運動部活動全国・関東大会派
遣等事業

30,676 38,760 ▲ 8,084

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0

運動部活動指導充実支援事業
17,494 19,582 ▲ 2,088

運動部活動全国・関東大会派
遣等事業

30,676 38,760 ▲ 8,084

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0

運動部活動指導充実支援事業
17,494 19,582 ▲ 2,088

運動部活動全国・関東大会派
遣等事業

30,676 38,760 ▲ 8,084

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0

○運動部活動の充実

運動部活動指導充実支援事業 17,494 19,582 ▲ 2,088

運動部活動全国・関東大会派
遣等事業

30,676 38,760 ▲ 8,084

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0

運動部活動指導充実支援事業 17,494 19,582 ▲ 2,088

運動部活動全国・関東大会派
遣等事業

30,676 38,760 ▲ 8,084

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0

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

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

52

・運動部活動指導者講習会
・登山指導者講習会の実施
・中学校部活動指導員活用事業
・県立学校部活動指導員活用事業
・県立学校運動部活動サポート事業
・埼玉県運動部活動インターンシップ

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

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

・運動部活動指導者講習会
・登山指導者講習会の実施
・中学校部活動指導員活用事業
・県立学校部活動指導員活用事業
・県立学校運動部活動サポート事業
・埼玉県運動部活動インターンシップ

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

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 ・運動部活動指導者講習会

・登山指導者講習会の実施
・中学校部活動指導員活用事業
・県立学校部活動指導員活用事業
・県立学校運動部活動サポート事業
・埼玉県運動部活動インターンシップ
・中学校・高等学校体育連盟関連事業
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

○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

900 1,226 ▲ 326
　・パラリンピアン等による授業（６校）
　・芸術家による授業（１校）

教育局
特別支援教育課

○運動部活動の安全性の確立

運動部活動指導充実支援事業 17,494 19,582 ▲ 2,088

運動部活動全国・関東大会派
遣等事業

30,676 38,760 ▲ 8,084

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0

運動部活動指導充実支援事業 17,494 19,582 ▲ 2,088

運動部活動全国・関東大会派
遣等事業

30,676 38,760 ▲ 8,084

中学校部活動指導員活用事業 44,901 44,901 0

（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

0 0 0
「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
（スポーツ連携・企画
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

0 0 0
「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
（スポーツ連携・企画
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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100
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
（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

総合型地域スポーツクラブ活性
化事業

5,304 5,400 ▲ 96
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
（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 10,001 0

１．スタートコーチ養成講習会
２．スタートコーチインストラクター研修会
３．登録指導者研修事業
４．母集団研修事業
５．埼玉県スポーツ少年団指導者現地研修

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

○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

学校応援団推進事業 12,585 16,780 ▲ 4,195
●地域学校協働活動を推進する委員会を設置し、「学校応援団」事業実施市町
村へ補助金を交付するとともに、全市町村に会議等において情報提供をするなど、
小・中学校における「学校応援団」活動の充実への支援を行う。

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

彩の国教育の日推進事業 390 693 ▲ 303 ●「彩の国教育の日」にちなんだ取組の調査を実施し、ＨＰで公開する予定。
・表彰式を実施しない。
・実施報告書を作成しない。

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

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

加須げんきプラザ管理運営費
大滝げんきプラザ管理運営費
げんきプラザ管理運営費

348,954 348,474 480 １－１９、１－２０参照
教育局
生涯学習推進課

○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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100

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

（生涯スポーツ担当）

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

・運動部活動指導者講習会
・登山指導者講習会の実施
・県立学校部活動指導員活用事業
・中学校部活動指導員活用事業

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
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

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レガシー事業、東京２０２０大会に向けた気運醸成

大会後のレガシー継承のため、子供世代へのラグ
ビーの普及を図り、ラグビー競技のすそ野を広げる。

ラグビーワールドカップ2019大
会レガシー創出事業

3,000 6,000 ▲ 3,000

〇タグラグビー大会の実施
○タグラグビー出前モデル授業の実施
○放課後・休日ラグビープログラム拠点の整備
〇高校ラグビー普及ポスターの作成
〇ラグビー指導者向け研修の実施

スポーツ振興課
（スポーツ連携・企画
担当）

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

東京オリンピック・パラリンピック
推進事業

0 1,840,532 ▲ 1,840,532 令和２年度に作成した授業に役立つ教育動画の活用を関係機関に促す。

スポーツ振興課
（スポーツ連携・企画
担当）
【旧オリンピック・パラ
リンピック課】

○東京２０２０大会に関連したイベントの開催やＰＲ活動の展開

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

東京オリンピック・パラリンピック
推進事業

0 1,840,532 ▲ 1,840,532
ＦＭ NACK5でＰＲ番組を放送するほか、大型ビジョンや市町村所有のデジタルサ
イネージでＰＲ動画を放映する。
また、ＳＮＳを活用した情報発信を行う。

スポーツ振興課
（スポーツ連携・企画
担当）
【旧オリンピック・パラ
リンピック課】

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

東京オリンピック・パラリンピック
推進事業

0 1,840,532 ▲ 1,840,532 実施しない

スポーツ振興課
（スポーツ連携・企画
担当）
【旧オリンピック・パラ
リンピック課】

○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

0 1,840,532 ▲ 1,840,532
各国の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。

スポーツ振興課
（スポーツ連携・企画
担当）
【旧オリンピック・パラ

○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

55 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

スポーツ大会等開催事業 10,500 11,750 ▲ 1,250
●彩の国実業団駅伝、埼玉県駅伝競走大会及び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。
※新型コロナウイルス感染症に係る状況により開催の可否を決定

スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

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

スポーツ大会等開催事業 10,500 11,750 ▲ 1,250

●彩の国実業団駅伝、埼玉県駅伝競走大会及び秩父宮杯埼玉県自転車道路競
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。
※新型コロナウイルス感染症に係る状況により開催の可否を決定

スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

55 ３－１
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

○「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

0 0 0
市町村スポーツ主管課会議を年２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する。

スポーツ振興課
（スポーツ連携・企画
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
（スポーツ連携・企画
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
（スポーツ連携・企画
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

0 0 0
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
（スポーツ連携・企画
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

76,480 76,480 0 公園の更なる魅力アップを図るため、施設整備を実施する。
都市整備部
公園スタジアム課

0 0 0
埼玉県を代表するスポーツチーム（１１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
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

（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

0 0 0 さいたま国際マラソン開催見送り
スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

○豊かな自然に親しむスポーツを通じた消費の喚起

スポーツ大会等開催事業 10,500 11,750 ▲ 1,250
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。

スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

加須げんきプラザ管理運営費
大滝げんきプラザ管理運営費
げんきプラザ管理運営費

348,954 348,474 480
げんきプラザにおいて、カヌー、キャンプ、トレッキング等の事業を実施する。
１－１９、１－２０参照。

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 10,500 11,750 ▲ 1,250
●埼玉県駅伝競走大会及び秩父宮杯埼玉県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。
※新型コロナウイルス感染症に係る状況により開催の可否を決定

スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

○「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

0 0 0
市町村スポーツ主管課会議開催し、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
（スポーツ連携・企画
担当）

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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100
「スポーツフェスティバル」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。

スポーツ振興課
（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 0 0 0
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
（スポーツ連携・企画
担当）

○スポーツ関連産業に参入する企業への支援

56 ３－１９
スポーツチームと県内中小企業の交流推進やビジ
ネスマッチング機会の提供により、県内スポーツ関
連産業の成長を促進する。

スポーツ関連産業成長促進事
業

23,591 7,600 15,991

・県内のスポーツチームと中小企業等が交流する場として、「埼玉県スポーツビジ
ネスネットワーク（仮称）」を構築。
・ビジネスマッチングサイトや彩の国ビジネスアリーナにスポーツ産業コーナーを設
置し、県内のスポーツチームと中小企業等がマッチングする機会を提供。

令和３年度に実施した調査業務に
基づいて立案した新規事業。

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

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

スポーツ大会等開催事業 10,500 11,750 ▲ 1,250
●埼玉県駅伝競走大会及び秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会においてス
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。

スポーツ振興課
（生涯スポーツ担当）

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

0 0
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。

教育局
生涯学習推進課

○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

76,480 76,480 0 公園の更なる魅力アップを図るため、施設整備を実施する。
都市整備部
公園スタジアム課

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
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

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

次世代を担うアスリート発掘育
成事業

31,809 37,809 ▲ 6,000

１．令和４年度プラチナキッズ/プラチナジュニアの募集（対象：小学４年生/小学６
年生・中学１～２年生）
２．年間を通じた育成プログラムの実施（対象：小学５・６年生/中学１～３年生）
３．競技体験プログラムの実施（対象：小学５・６年生）
４．卒業生の育成プログラム修了認定（対象：小学６年生/中学３年生）

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 82,112 82,512 ▲ 400

１．一貫指導の推進
（１）プラチナキッズ/プラチナジュニアの活動環境整備と活動継続の指導・相談
　ア 彩の国ジュニアアスリートアカデミー事業
　イ 彩の国アスリートアカデミー事業
　ウ ジュニア強化担当者会議の開催

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

次世代を担うアスリート発掘育
成事業

31,809 37,809 ▲ 6,000
１．強化指定選手
２．スポーツ医・科学サポートプログラム

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 82,112 82,512 ▲ 400

１．アンチ・ドーピング教育・啓発講習：県スポ協スポーツ科学委員会アンチ・ドーピ
ング専門部会講師
（１）国体必勝対策会議
（２）全国高校総体結団式
（３）国体選手監督選考会議
（４）国体結団式・壮行会
（５）国体少年種別代表者向け研修会
（６）アンチ・ドーピングホットライン

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

埼玉アスリート就職支援事業 1,059 1,089 ▲ 30

１．埼玉アスサポ就職説明会の実施
２．県内経済団体への協力依頼
３．広報活動
４．大学・企業訪問

アスリート登録の対象を拡充
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 82,112 82,512 ▲ 400

１．国体関連研修会
（１）選手強化対策会議（年３回）
（２）競技団体強化担当者会議
（３）必勝対策会議
（４）国体監督会議
（５）競技別強化対策会議
２．県スポーツ協会実施研修会
（１）スポーツ指導者研修会
（２）コーチングセミナー

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
県スポーツ協会と連携し、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

競技力向上事業費 82,112 82,512 ▲ 400

１．県スポーツ協会関係研修会
（１）選手強化対策会議（年３回）
（２）国体必勝対策会議
（３）競技別強化対策会議

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）
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事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

（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

障害者スポーツで活力ある社
会づくり推進事業

9,144 10,149 ▲ 1,005
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を実施し、地域で活動する指導員を養
成する。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

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

0 1,840,532 1,570,164
ＦＭ NACK5でＰＲ番組を放送するほか、授業に役立つ教育動画の活用を関係機
関に促す。

スポーツ振興課
（スポーツ連携・企画
担当）
【旧オリンピック・パラ
リンピック課】

○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

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

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

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

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
遣事業補助費

29,400 33,000 ▲ 3,600
全国レベルのスポーツ大会参加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一層の振興を図る。また、障害や障害者に対する県民の
理解を深める。

スポーツ振興課
（パラスポーツ担当）

（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

県民総合スポーツ大会の開催 7,344 7,444 ▲ 100
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
（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 0 0 0
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
（スポーツ連携・企画
担当）

○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

次世代を担うアスリート発掘育
成事業

31,809 37,809 ▲ 6,000

１．令和４年度プラチナキッズ/プラチナジュニアの募集（対象：小学４年生/小学６
年生・中学１～３年生）
２．年間を通じた育成プログラムの実施（対象：小学５・６年生/中学１～３年生）
３．競技体験プログラムの実施（対象：小学５・６年生）
４．卒業生の育成プログラム修了認定（対象：６年生/中学３年生）

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、県スポーツ
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 82,112 82,512 ▲ 400
１．県スポーツ協会スポーツ科学委員会コーチング専門部会実施研修会
（１）埼玉県スポーツ指導者研修会
（２）コーチングセミナー

スポーツ振興課
（競技スポーツ担当）

埼玉パラドリームアスリート事業 19,099 21,314 ▲ 2,215
1.特別強化選手への強化費助成
2.専門家による医科学的サポート
3.県内競技団体等への基礎強化支援
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資料5

事業名
R4予算額

（千円）
R3予算額

（千円）
増減額 事業内容 備考（前年度との変更点等）

令和４年度埼玉県スポーツ推進計画関連事業 　予定

頁
取組
番号

具体的な取組

令和4年度 取組予定

担当課

○スポーツ顕彰制度の実施

（公財）埼玉県スポーツ協会運
営費補助

73,200 73,200 0

１．埼玉県スポーツ賞による表彰
（１）栄光賞
（２）会長特別賞
（３）功労賞
（４）優秀選手賞
（５）奨励賞

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 1,145 1,145 0
「彩の国功労賞」を贈呈する。
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、表彰を行う。

県民生活部
県民広聴課

（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

県スポーツ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 82,112 82,512 ▲ 400

１．スポーツ科学研究事業
（１）)アンチ・ドーピング教育啓発事業
（２）スポーツ医・科学相談事業
（３）国体選手の健康管理事業
（４）国民体育大会帯同ドクター派遣
２．埼玉県スポーツ指導者研修会
（１）スポーツ指導者研修会
（２）支援スタッフ研修会
（３）コーチングセミナー

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

次世代を担うアスリート発掘育
成事業

31,809 37,809 ▲ 6,000

１．専門スタッフによる年代に応じた指導
（１）トレーナーによるフィジカルトレーニング指導
（２）栄養士による栄養指導
（３）医師や臨床心理士などによるメンタル指導
（４）スポーツドクターによるけが予防指導
（５）婦人科医等による女性アスリートサポート

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 82,112 82,512 ▲ 400

１．アンチ・ドーピング教育・啓発講習：県スポーツ協スポーツ科学委員会アンチ・
ドーピング専門部会講師
（１）国体必勝対策会議
（３）国体監督・選手選考会議
（４）国体結団式・壮行会
（５）国体選手アンチ・ドーピング講習会
（６）アンチ・ドーピング専門部会会議

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

次世代を担うアスリート発掘育
成事業

31,809 37,809 ▲ 6,000 産婦人科医など専門家による女性アスリートサポート
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

屋内５０ｍ水泳場及びスポーツ
科学拠点施設整備事業費

49,325 15,183 34,142
 屋内50ｍ水泳場ＰＦＩ事業公募準備
 スポーツ科学拠点施設整備に向けた検討

スポーツ振興課
（スポーツ施設担当）

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
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