
4

令和４年度 長野県上田･東御･小県地区野球協会事業計画

事 業 名 期日・会場 事 業 内 容

１．普及事業

（１）第４回上田東御小県 １１月２７日（日） ※１１月２６日（土） 野球まつり前日準備（県営上田野球場）

野球まつり ・県営上田野球場 １．参加者

・上田古戦場公園 ①加盟チームの児童・生徒 ②初心者…対象は幼児（年長）から小学生まで

多目的グラウンド ２．内容

（１）開祭式

（２）アトラクション・野球教室

※参加者…幼児（年長）～小学生

※初心者の誘導・援助は中学生のコンシェルジュが行う。初心者１人に対して１人の

コンシェルジュが担当する。

※中高生が各ブースの進行・指導を行う。

※高校生が野球教室の指導を行う。

※初心者は、本人が希望するブースにコンシェルジュが連れて行き、安心して挑戦・

体験できるようにする。

（３）閉祭式

（２）加盟チームの普及活動 通年 ・各チームや中学校区などで開催される募集イベントの支援…備品の貸出他の支援

への支援

（３）幼稚園・保育園での 通年 ・「遊ボール」を参考にした、幼稚園、保育園を訪問しての普及活動

普及活動

（４）女子野球選手への支援 通年 ・女子への普及活動 ・女子が自信をもって野球を続けていけるための支援

（５）中学校野球部への支援 通年 ・中学校の部活動が２０２３年度から段階的に地域主体の活動に移行していくなか、指導者

の確保や活動時間の確保等の課題解決に向けて支援の方向及び方法を協議していく。

（６）交流活動 通年 ・小学生、中学生、高校生の交流活動

○高校生による小学生の技術指導 ○高校生による中学生への高校野球の紹介

（７）中学生野球選手のため １２月 日（ ） 対象 選 手 上田リーグ・上田南リーグ所属の中学２年生

の技術講習会 ・日置電機室内練習場 上田東御小県地区中学校野球部所属の２年生（各チーム人数限定）

第１部 9:00～10:20 指導者 参加チームの指導者・当協議会役員（理事会）

（中学校野球部） 講師 ・上田 佳範 氏(北海道日本ハムファイターズ ファーム外野守備走塁コーチ)

第２部10:30～12:00 ・辻 竜太郎 氏（オリックスバファローズ １軍打撃コーチ）

（少年硬式野球） ・ＡＴＣスタッフ 児玉 雄二 氏 由井 寛晃 氏

２．指導者研修事業

（１）第５回上田東御小県 令和５年 （１）開会式 （２）指導者研修会 （３）閉会式 （４）懇親会

青少年野球サミット ２月 日（ ） ※研修会の内容については、指導者の皆様からの希望にもお応えしていきたい。

＜これまでの内容＞

第１回 「今、野球を通して子どもに何を伝えるべきか」

(平成30年度) 講師「年中夢球」本間 一平 先生

第２回 「科学的根拠に基づいた野球指導を」～真下投げ・バックハンド～

(令和元年度) 講師 帝京平成大学 准教授 伊藤 博一 氏

第３回 「なんとかせい！」～島岡御大の置き手紙～

(令和２年度) 講師 合同会社北海道信州グッドラボ代表 丸山 清光 氏

第４回 「これからの子ども達へのアプローチ ～実力発揮のコツ～」

(令和３年度) 講師 Ｈｕｍａｎ Ｆｒｅｅｍａｎ代表 松葉 健司 氏

３．広報事業

（１）ホームページ運営 通年 ・本協議会の活動内容などの紹介 ・事業の日程、様子などの情報表示

・加盟チームの紹介、連絡先の表示

ＨＰアドレス http://utc-baseball.pupu.jp
※加盟チーム・関係団体等のＨＰにリンクを貼っていただきたい。

※開催時の状況に応じた、可能な限りの新型コロ
ナウイルス感染防止対策を講じて実施する。

中止
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４．調査事業

（１）選手・指導者数調査 ５月～６月 ・選手数・指導者数の調査を実施（理事会・総会で報告）

５．諸会議

（１）理事会 ５月 日（ ） 第１回 ○長野県野球協会の設立に関わって

※小委員会を含む ・名称の変更について ・加盟団体について ・役員について

※野球まつり総係会を含む ・会費の扱いについて ・チーム加盟手続きについて

・アンケート調査のお願いについて

○女子野球選手への支援について ○中学校野球部への支援について

○保育園・幼稚園等における出張体験教室などの開催について

７月 日（ ） 第２回 ○選手数・指導者数の調査について ○募集イベントなどへの支援について

○チーム加盟状況の確認 ○アンケート調査の結果について

８月 日（ ） 第３回 ○野球まつりについて

・基本構想検討

○選手数・指導者数の調査結果について

９月 日（ ） 第４回 ○野球まつりについて

・要項、係案検討 ・必要物品検討 ・チラシ、ポスター原案検討

１０月 日（ ） 第５回 ○野球まつりについて

・要項、係案…検討→決定 ・必要物品検討…決定→発注

・チラシ、ポスター最終確認→発注 ・来賓決定（案内文書確認）

・加盟チームへの参加依頼 ・連絡内容検討

○中学生野球選手のための技術講習会について

１０月 日（ ） 第６回 ○野球まつりについて

・要項、係案最終確認 ・チラシ、ポスター仕分け→配布方法確認

１１月 日（ ） 第７回 ○野球まつりについて

・野球まつり総係会の計画 ・前日準備の計画

○中学生野球選手のための技術講習会について

１１月 日（ ） 野球まつり総係会

・当日の日程等の確認 ・各係活動の確認 ・前日準備の確認

１２月 日（ ） 第８回 ○野球まつりの反省について

○令和４年度定時総会、第５回上田東御小県青少年野球サミットの開催に向けて

・日程、内容検討 ・講師の選定 ・会場検討

○中高の交流活動について ○中学生野球選手のための技術講習会について

令和５年 第９回 ○定時総会・サミットについて

１月 日（ ） ・日程詳細検討 ・係分担検討 ・案内通知検討 ・来賓検討

２月 日（ ） 第10回 ○定時総会について

・令和４年度事業報告 ・令和４年度中間決算報告

・令和５年度事業計画（案） ・令和５年度予算（案）

・令和５年度、令和６年度役員の承認について

・令和５年度団体、チーム加盟継続手続き及び年会費の納入について

○サミットについて

・参加申込み状況について ・資料検討 ・役割分担最終確認

３月 日（ ） 第11回 ○定時総会・サミットの反省

○令和５年度の事業について

○募集イベントなどへの支援について

（２）定時総会 令和５年 令和４年度 長野県上田・東御・小県地区野球協会定時総会

２月 日（ ） 議事 第１号議案 令和４年度事業報告

第２号議案 令和４年度中間決算報告

第３号議案 令和５年度事業計画（案）

第４号議案 令和５年度予算（案）

第５号議案 令和５年度・令和６年度役員の承認について

連絡 ・令和５年度団体、チーム加盟継続手続き及び年会費の納入について

・ホームページにおける加盟チーム紹介内容の確認と変更について

・備品の貸出について他

（３）臨時総会 令和５年 令和４年度 長野県上田東御小県青少年野球協議会臨時総会

５月 日（ ） 議事 第１号議案 「長野県野球協会」の設立に伴う規約の改正等について

連絡 ・チーム加盟継続手続き ・年会費等について

６．その他の事業 ①加盟団体・加盟チーム・関係団体への支援など


