
 

第７０回記念全国青年大会 

第１回諸連絡 
２０２２年９月１６日（金） 

 

～魅力ある大会を創り出すために、必ずお読みください～ 

 

 
 

日本青年団協議会  



 

第７０回記念全国青年大会 第１回諸連絡 
内 容 

 

◆連 絡 事 項 

  大会開催にあたって 

１．大会本部について 

 ２．大会日程について 

 ３．全体開会式・代表者会議について 

 ４．交流企画について 

 ５．新型コロナウイルス感染症対策について 

６．駐車場について  

７．荷物等の運搬・搬入・保管について  

８．健康保険証および薬品類の準備について  

 ９．優勝旗の返還について 

10．運営協力員の選出について 

 

 種目別連絡事項について 

１．種目別監督会議への出席について 

２．種目別連絡について 

 

大会のお申込み関係について 

１．参加申込書の記入と提出にあたって 

２．保険について 

３．参加費及び保険料の振込について 

４．宿舎及び旅券の予約について 

 

 その他 

１．日青協会長挨拶の依頼について 

２．各都道府県青年大会（予選会）の大会要項・プログラムなど送付のお願い 

 ３．第２回諸連絡の送付について 

 ４．今後のスケジュールについて 

 ５．大会専用ＳＮＳについて 

 

◆別添参照   ※大会名は省略しています。 
・大会日程表（予定） 

・ムービー企画募集要項 

・事務連絡「優勝旗返還について（お願い）」 

・日本青年館駐車場案内図 

・全青大発第３６号「運営委協力員の選出について（お願い）」 

・フットサル競技の出場にあたって 

・フットサル木製床等の靴底の制限について 

・申込書記入と送付に伴う注意事項 

・請求先記入用紙 

・旅客運賃割引証交付者名簿 

・旅客運賃割引証競技会場最寄り駅一覧 
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大会開催にあたって 

 今大会を開催するにあたり、大会概要や今大会の特徴について記載しております。 

 

 

 
１）大会本部の連絡先について 

大会本部の連絡先及び担当者は下記の通りです。 

 諸連絡など、その他大会に関することは、下記までお問い合わせください 

 

全国青年大会本部  担当：四至本 鈴香（ししもと・すずか） 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－１ 日本青年館５階 日本青年団協議会内 

TEL  03-6452-9025 FAX  03-6452-9026 E-mail:  jsc_zenseitai@dan.or.jp 

 

２）大会期間中の本部について 

今年度の大会本部は以下の場所に置くこととします。 

（１）場所   大 会 本 部：日本青年館内 

        ＮＹＣ宿泊本部：国立オリンピック記念青少年センター内 

（２）期間   １１月１０日（木）～１１月１４日（月） 

なお、大会期間中に主催者との協議が必要なトラブル等が発生した場合は、チーム代表者・都道府

県選手団代表者は大会本部にお越しいただきますようお願いします。 

 

 

 

大会日程は別添参照「日程表（予定）」の通りです。スムーズな運営にご協力いただきますようお

願いいたします。監督会議の会場などの詳細は第２回諸連絡でお知らせします。 

※別添【第７０回記念全国青年大会日程表（予定）】参照 

 

 

 
 新型コロナウイルス感染者数が高止まりしていることから、選手・競技関係者の安全を考慮し、全

体の開会式及び代表者会議は中止といたします。つきましては、事前に送付されている資料や担当者

からの資料をご熟読の上、当日をお迎えするようお願い申し上げます。 

 

 

 

本大会は普段地域でスポーツ・芸能文化活動に勤しむ地域青年が東京に集い、切磋琢磨し、日頃の

成果を全国の青年と披露しあい、県境を越えた出会いと交流ができる大会づくりをめざしています。

そこで、例年行ってきた交流企画の枠組みを大きく広げ、若者の間で親しまれるＳＮＳと深く連携し

た企画や、日本青年館ホールを活用した取り組みを行います。来場料については、これらすべての企

画で無料といたしますので広くお声がけください。 

 

 

１．大会本部について 

２．大会日程について 

３．全体開会式・代表者会議について 

４．交流企画について 
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１）パネル展について 

日本青年団協議会では、東日本大震災の被災と復興の模様を「震災パネル」にまとめ、活用してき

ました。青年層をはじめ地域のみなさんが、万が一災害が起きたとき自ら考え行動できるよう、また

私たちの災害の記憶を風化させないために、パネル展などの取り組みを進めています。本大会ではこ

の震災パネルを掲示し、参加者やご来場のみなさんにあらためて地域で平和に暮らすということはど

ういうことか、思いを馳せていただく場をつくります。ぜひご来場ください。 

また、アメリカ・ニューヨークの国連本部で今年８月から９月に行われたパネル展「国連原爆展 in 

Tokyo」を、日本青年団協議会の関係団体を中心とする実行委員会の主催で、上記震災パネル展と併催

いたします。本原爆展では１３日（日）にシンポジウムも行い、被爆者と青年層が一緒になって平和

について考えていきます。併せてご覧ください。 

 

（１）実施日および実施会場（予定） 

 ＜パネル展＞ 

・日  程：１１月１１日（金）～１３日（日） 

・場  所：日本青年館内 

 

 ＜シンポジウム＞ 

・日  時：１１月１３日（日）１３：００～１６：００ 

 ・場  所：日本青年館８階 Conference Room Yellow 

 

２）ゲスト公演 

日本青年館ホールは、全国各地から日頃の芸能文化活動に勤しむ地域青年の活躍の場であると同時

に、俳優業を生業にしている方々にとってひとつの目標ともなる舞台でもあります。 

そこで、全国の地域青年がお互いに交流しあう本大会開催期間中に、特別公演を実施し、より多く

の参加者や来館者に、時間を余すことなく楽しんでいただけるような場をつくります。  

 （１）実 施 日   ２０２２年１１月１２日（土） 夕方 １時間（予定） 

                ２０２２年１１月１３日（日） 夕方 １時間（予定） 

※各種目の審査時間内での公演となりますので、ホール種目の参加団体数に

より公演時間が決まります。詳細は第２回諸連絡でご連絡いたします。 

（２）実施場所   日本青年館ホール 

 （３）公演団体   １２日（土） 劇団ＳＡＫＵＲＡ前戦 様 （東京都） 

           １３日（日） 自 己 批 判 シ ョ ー 様 （茨城県） 

 

３）ムービー企画   

コロナ禍から脱却できずにいる現在、全国青年大会は対面での開会式や外苑マルシェの開催を取り

止めることとなりました。しかしながら、昨年開催された第６９回全国青年大会では、芸能文化の部

の一部種目をオンラインで開催することにより、全国各地で「地元にいながら応援できる」という可

能性を見出すことができました。 

今年は満を持して東京で３年ぶりに開催される本大会ではありますが、対面・オンラインの両方の

良さを用い、全国青年大会ならではの魅力に触れ、そして安心・安全な友好の場をめざしてまいりま

す。つきましては、「ムービー企画～全青大リレーメッセージ～」を行い、大会前に公開するオープ

ニングムービーと、大会終了後に公開するメモリアルムービーの２つの企画について募集いたします。 

※別添【第７０回記念全国青年大会ムービー企画募集要項】参照 
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 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策については、主催者及び各競技連盟・協会、各会場、そ

の他関係機関のガイドライン、ならびに自治体からの要請等に沿って実施します。具体的なコロナ対

策については、第２回諸連絡および全青大Ｗｅｂサイトへ随時掲載してまいります。 

 

 

１）日本青年館駐車場について   

日本青年館ビル駐車場の基本料金は以下の通りです。ただし、入庫から３０分以内であれば無料と

なります。 

・７時～２３時  ４１０円／３０分（時間区内最大２，４６０円） 

・２３時～翌７時  ２１０円／６０分（時間区内最大１，０５０円） 

・高さ制限   ２．４メートル 

※バスの駐車はできませんので、ご了承ください。 

※別添【日本青年館駐車場案内図】参照 

 

２）各選手団宿舎付近の駐車について 

大会本部では駐車場のあっせんは行っておりませんので、直接宿舎にお問い合わせください。 

 

３）各競技会場の駐車について 

各競技会場の駐車スペースには限りがありますので、車での移動はかたくお断りいたします。 

会場への移動には電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。公共交通機関を利用せずに競技

会場に遅刻する場合、不戦敗となることもありますので、お気を付けください。 

 

４）国立オリンピック記念青少年総合センター（ＮＹＣ）地下駐車場について 

ＮＹＣ地下駐車場は事前予約できません。駐車料金は、普通車３０分ごとに２００円、利用時間は

朝６時３０分から２３時です。８時間を超えると、３０分ごとに１００円が加算されます。時間外の

入出庫は一切できません。あらかじめご了承ください。 

また、大型バスの駐車料金は、入庫してから８時間未満は１時間ごとに７５０円、８時間を超える

場合は１時間ごとに２５０円となります。 

 

 

  

５．新型コロナウイルス感染症対策について 

６．駐車場について 
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１）運搬・搬入・保管 

（１） 日本青年館ホール（合唱・郷土芸能・のどじまん・舞台発表等） 

大会期間中、芸能文化の部で使用する舞台道具等の保管場所として、日本青年館ホール上手袖ス

ペースを１１月１０日（木）から１３日（日）まで確保しています。 

下記の注意事項に従って、搬入を行ってください。  

 

① 車輌で搬入・搬出する場合 

 荷物の内容、量によって搬入・搬出場所が異なります。トラックを利用する場合は、ホール直結

の搬入口をご利用ください。トラックの高さが地上から３．４ｍまでの車輌が入庫できます。 

 普通自動車の場合は地下１階駐車場からの運搬をお願いします。車両の地上高は２．４ｍまで入

庫できます。また、搬入にあたっては、荷物の破損、積み荷の降ろし忘れを防ぐために、関係者の

立ち会いが必要となりますのでご注意ください。 

 なお、同時に搬入可能な車両数には限りがございます。前回同様に搬入ができるとは限りません

ので、搬入される選手団の皆様におかれましては、必ず事前に大会本部へのご連絡・ご相談をお願

いいたします。搬入可能な時間帯の詳細については、第２回諸連絡にてご案内いたします。 

 

②荷物を事前に郵送する場合 

 宅配便等で郵送されるお荷物は全て日本青年団協議会でお預かりいたします。伝票に「種目名、

団体名」をご記載のうえ、以下の日時と場所を指定してお送りください。これ以外の日時及び場所

を指定して送らないようお願いします。 

・送り先住所 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－１ 日本青年館 

・送り先氏名 第７０回記念全国青年大会本部 種目名（郷土芸能、舞台発表等） 

・送り先電話 ０３－６４５２－９０２５ 

・日 に ち １１月１０日（木） 午前中（９：００から１２：００） 必着 

 

（２）宿泊先へ事前に郵送する荷物 

①国立オリンピック記念青少年センター（ＮＹＣ） 

一部の荷物を宿泊本部でお預かりしておりますが、荷物の損失・破損については保障できかね

ますので、できる限り自室での管理をお願いいたします。 

②その他ホテルについて 

 選手団の荷物などを事前に宿舎に送る場合も含め、業者に到着期日を必ずご確認の上、大会当

日に間に合うようにお送りください。 

 

 

不慮の事故に備え、参加者全員が健康保険証を持参されますようお願いいたします。持参されない

場合は当日医療費の全額を支払い、後日の精算となりますのでご注意ください。 

風邪薬や頭痛薬などの常備薬、また包帯や湿布などの治療薬・用具など、必要と思われるものは必

ず各チームでご用意いただくよう、各都道府県にて徹底してください。 

 

 

 

 

７．荷物等の運搬・搬入・保管について 

８．健康保険証および薬品類の準備について 
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 ２０１９年度第６８回大会において、体育の部団体種目で優勝された次の都道府県は、優勝チーム

と連絡を取り、それぞれの競技の優勝旗を１０月４日(金)までに届くよう大会本部へご返却（持参ま

たは送付）ください。点検作業がありますので、必ず期日までにお願いします。運送にかかる費用は、

該当チームまたは該当する都道府県の負担となります。必ず元払いでお送りください。なお、休止種

目である４種目（バドミントン、卓球、柔道、ボウリング）についても、送付をお願いいたします。 

 各チームにご案内する際、必要に応じて別添の事務連絡をご活用ください。 

 ※別添参照【第６８回全国青年大会旗返還について（お願い）】 

 

第６８回全国青年大会優勝チーム（体育種目 団体部門） 

種 目 チーム名 種 目 チーム名 

男子バレーボール 東京都 江東 柔  道 岩手県 岩手花巻 

女子バレーボール 東京都 全目黒 剣道男子 千葉県 

男子バスケットボール 
東京都  

東京千代田ＭＭＦ 
剣道女子 佐賀県 

女子バスケットボール 東京都 墨田区 ボウリング男子 愛知県 team愛知 

バドミントン 福岡県 遠賀郡 ボウリング女子 東京都 東京ガールズ 

軟式野球 東京都 葛飾クラブ ボウリング混合 東京都 フレッシュ東京 

卓  球 東京都 葛飾区Ｂ フットサル 
東京都  

LIGARE TOKYO LOCOS 

※バスケットボール女子とフットサルについては、既に到着しています。 

 

   

毎年、全青大の開会式では、各選手団から推薦していただいた運営協力員の方々には、開会式の準備

と進行にご協力いただいておりました。今大会では開会式は行わないものの、各会場の感染対策の都合

上、各選手団から感染対策のお手伝いをお願いするため、運営協力員の推薦をお願いしております。推

薦された運営協力員はお名前をプログラムに記載いたしますので、別添資料をご確認いただき、１０月

４日（火）までに大会本部までご選出ください。 

・運営協力員会議（説明会） 

１）日 時：１１月１１日（金）１６：００～１７：００（予定） 

 ２）会 場：日本青年館８階 Conference Room Green 

  ※別添 

【全青大発第３６号 第７０回記念全国青年大会運営委協力員の選出について（お願い）】参照 

  

９．優勝旗の返還について 

１０．運営協力員の推薦について 



- 6 - 

 

種目別連絡事項について 
大会開催にあたり、種目に関する連絡事項を記載しております。 

 

 

近年、各種目の監督会議に各選手団役員のみが出席するケースが目立ちます。そのため、大会当日

に監督会議で話し合われた内容がチームに徹底されておらず、該当チームからの問合せ等に大会本部

が追われることが年々増え大会運営に支障を来しております。各種目の監督会議には種目責任者が必

ず出席するようにしてください。やむを得ない理由がない限り、種目代表者の出席（選手団役員の同

席可）をお願いいたします。 

監督会議に出席できないと事前連絡をしてくるチームがありますが、監督会議の欠席は認められま

せん。必ずご出席いただき、チーム内での情報共有の徹底をお願いします。監督会議を欠席すると、

出場できない場合もありますのでご注意ください。 

 

  
種目別に記載しておりますので、ご確認ください。 

 

 ＜フットサル＞ 

  ※別添【フットサル競技の出場にあたって】【フットサル木製床等の靴底の制限について】参照 

 

 ＜郷土芸能＞ 

 １）明治神宮奉納について 

   日頃から地域の伝統芸能の継承に取り組んでいる青年たちが数多く参加しており、参加に際し

てはこれまでも明治神宮のご神前にて奉納を行っております。 

   今大会においても、郷土芸能に申し込まれた参加者のみなさまから、奉納される団体の選出を

予定しております。しかしながら当日は大安ということもあり、例年よりご縁を結ぶ方々が多く

いらっしゃるため、明治神宮よりご指摘いただいた注意事項をふまえて、大会本部よりお声がけ

させていただきます。なお、申込締め切り後、郷土芸能種目が中止となった場合、今年度の奉納

は実施いたしません。 

  ・開催日程：１１月１３日（日）  

※時間帯については現在調整中ですが、１７時までの終了を予定しております。 

  ・演  目：最大２０分程度 

  ・注  意：他の利用者様もいらっしゃるため、太鼓などの大きな音が鳴る楽器を使用する場合、 

        対象にならない場合がございますので、何卒ご容赦ください。 

 

 ＜舞台発表＞ ※日本青年館ホールを利用される皆様へ 

 舞台上で裸足・靴下一枚になることを禁止します。裸足に近い演出をするのであれば足袋をはく

などするようにし、演出を考える際にはご注意ください。 

  ※搬入物がある場合、併せて本諸連絡の４ページ「大会開催にあたって７．荷物等の運搬・搬入・

保管」をご覧ください。  

１．種目別監督会議への出席について 

２．種目別連絡 
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大会のお申込み関係について 

 大会へ参加するにあたり、申込や宿泊、旅券等の手続きについて記載しております。 

 

 

まずは「大会要項」と「申込書記入と送付に伴う注意事項」を熟読したうえで記載してください。

例年、選手の漢字の間違い等がございますので、ご注意ください。 

※別添【申込書記入と送付に伴う注意事項】参照 

 

 

 

１）参加者全員が加入いただく保険 
参加者全員に傷害保険に加入していただきます。料金は一人あたり２７８円です。手続きについて

は、大会本部で参加者分の保険加入を行います。 

また、応援に来られるご家族・ご友人・オブザーバーの皆様は、希望者のみ別添参照の「第７０回

記念全国青年大会オブザーバー保険申込書」に必要事項を記入し、９月３０日（金）までに都道府県

選手団ごとに取りまとめ、大会本部にお申し込みいただき、第２回諸連絡で送付される請求書に基づ

き、参加費と合わせてお支払いください。なお、参加者人数によって、保険料が変更となる可能性も

ありますので、何卒ご容赦ください。 

 

２）事故発生から保険金支払いまでの流れ 

 事故発生から保険金支払いまでの流れは下記の通りです。 

① 各会場での事故発生  

→ ②大会本部への連絡 → ③最寄り病院での治療  

→ ④「事故発生連絡票」の大会本部への提出 ※第２回諸連絡にて案内 

→ ⑤保険会社への連絡 → ⑥対象者へ保険会社からの書類の送付  

→ ⑦保険会社への書類提出 → ⑧保険金の支払い 

※保険請求金額が１０万円をこえる場合など保険会社の指示により、保険会社指定の診断書の提出

が必要となります。 

 

３）保険金の支払額について 

  保険金の支払額は下表の通りです。（入院・通院は１日あたりの支払額） 

種 別 保 険 金 額 種 別 保 険 金 額 

死亡・後遺症 3,500,000円 通 院 2,200円 

入 院 3,600円 賠 償 責 任 2,000,000円 

  ※入院、通院の場合はケガをした日から１８０日まで補償 

 

４）保険についての問合せ 

 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ（担当：吉田） 

TEL 03-6284-0997 

  

１．参加申込書の記入と提出にあたって 

２．保険について  
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１）参加経費の支払いについて 

   参加経費は、以下の（１）～（３）の費用の合計です。 

 

 （１）参加費（オブザーバー除く） 

＜体育の部＞ 

競技種目 チーム参加費 ※税込 

バ レ ー ボ ー ル ３３，０００円 

バスケットボール ３３，０００円 

軟 式 野 球 ３３，０００円 

剣 道 男 子 １６，５００円 

剣 道 女 子 １１，０００円 

フ ッ ト サ ル ３３，０００円 

 

＜芸能文化の部＞ 

一人あたり３，３００円 ※税込 

 

（２）大会運営費…一人あたり１,０００円（全員が対象） ※税込 

 

（３）保険料………一人あたり２７８円（全員が対象） ※税込 

 

【棄権や入れ替え登録による参加費等の支払い例】 

Ａ：ケガや病気などにより選手が参加できなくなり、１０月１４日（金）までに診断書の提

出によって登録を抹消されたチームまたは個人 

①参加費・②大会運営費・③保険料 

  ……お支払いの必要はありません。 

 

Ｂ:ケガや病気以外の理由により選手の一部が棄権したが、 

種目別監督会議までに選手の入れ替え登録を行い出場するチーム 

①参加費・②大会運営費・③保険料 

…… いずれも当初の申込み人数分をお支払いいただきます。 

 

Ｃ：ケガや病気以外の棄権、または１０月１５日（土）以降に棄権したチームまたは個人 

① 参加費・②大会運営費・③保険料 

…… いずれもお支払いいただきます。 

 

２）参加費等についての注意事項 

（１）派遣窓口宛（各都道府県剣道連盟は各連盟宛）に、請求書を１０月２１日（予定）の第２

回諸連絡に合わせて送付する予定です。なお、参加費の支払期限は１１月１０日（木）です。

文書扱いで送金する場合は、余裕を持ってお振り込みください。請求先を派遣窓口以外で希望

される場合、別添の請求先記入用紙をご記入いただきますようお願いいたします。 

 ※別添「第７０回記念全国青年大会請求先記入用紙」参照 

（２）写真展・生活文化展の連名・共同作品の参加費は、人数によらず１点ごとに３，３００円

をお支払いください。 

３．参加費及び保険料の振込について 
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（３）種目を兼任する場合には、出場される種目ごとに参加費がかかります。ただし、保険料及

び大会運営費は重複してお支払いただく必要はありません。兼任者は申込書様式２－３「複数

種目兼任者記入用紙」に名簿をご記入のうえ提出してください。 

 

＜参加経費の振込先＞ 

   ・銀 行 名  三井住友銀行 青山支店 

・口座名義  一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

青年館
せいねんかん

大会
たいかい

口
ぐち

 

・口座番号  普通預金Ｎｏ．５３７１８８ 

 

  

前回大会と同様に、全国青年大会公式Ｗｅｂサイト（https://dan.or.jp/zenseitai/）に設ける特

設ページにて予約を受け付けます。このページでは、宿舎の予約ができます。なお、上記Ｗｅｂサイ

トを経由せずに宿舎の予約を行ったこと、または大会指定宿舎以外に宿泊していることが発覚した場

合は、失格となりますのでご注意ください。 

◆失格になる例 

・宿泊サイト（じゃらん、楽天トラベル、各旅行会社、……）を通じた宿泊 

・宿舎の公式Ｗｅｂサイトや電話等による直接の宿泊 

・指定宿舎以外（友人宅等を含みます）への宿泊   など 

 

１）宿舎の申込方法 

１０月１日（土）１４：００にサイトを開設予定ですので、別途配布（９月下旬予定）しますパス

ワードを入力してログインしてください。配布したパスワードを参加チーム等にまで共有してそれぞ

れ宿泊を申し込むようにするか、または参加チーム等に共有せず選手団で宿泊を取りまとめるかどう

かは、都道府県選手団ごとにご判断ください。今回、剣道および軟式野球の参加者の利便性を図るた

め、剣道競技会場となる東京武道館周辺、および軟式野球会場の一つであるネッツ多摩昭島スタジア

ム周辺のホテルを新たに指定宿舎としています。都道府県選手団で、必ず剣道または軟式野球参加選

手と協議のうえ、宿舎を決定してください。 

余裕を持って宿泊室の総数を確保しておりますが、ご希望の宿舎が満室の際にはなにとぞご了承い

ただき、宿舎の変更や分宿等をお願いいたします。 

 

（１）日本青年館ホテル及び国立オリンピック記念青少年総合センター（ＮＹＣ） 

 特設ページに設けた Google フォームから、必要事項を記入のうえお申し込みください。仕様上、申

込段階では宿泊の決定を確定できません。そのため宿泊の決定は申込時ではなく、大会本部または宿

舎担当者からの決定連絡をもって行いますこと、また個別に大会本部等から宿舎調整のお願いをする

可能性があること、なにとぞご了承ください。 

・宿泊決定の連絡時期（予定）：１０月５日（水）ごろ～１０月中旬ごろまで 

 

宿泊決定後には対象の選手団等に対して、日本青年館ホテルの場合にはホテルより直接連絡して調

整するものとし、ＮＹＣの場合には必要事項を記入いただく様式を送付する予定ですので、ご記入の

うえご返送ください。 

  

４．宿舎及び旅券の予約について 
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＜日本青年館ホテルをご希望されるみなさまへのお願い＞ 

日本青年館ホテルへのご宿泊にあたっては、毎年多数のご希望を頂戴しております。しかしながら

部屋数にも限りがありますので、下記のご案内をよくご確認のうえお申し込みください。 

 

下記３つの条件をふまえ、調整のうえご連絡いたします。 

①都道府県選手団単位の宿泊であること 

都道府県選手団単位での宿泊をお願いいたします。おおむね３０人以上にてご利用ください。 

②複数泊をすること 

複数泊される選手団、特に１１月１１日（金）、１２日（日）に連泊いただけるところを優先

的に配宿いたします。 

③代表者が宿泊者のとりまとめを行い、ホテル宿泊担当者とやりとりできること 

選手団等の代表者（選手団長等である必要はありません）が、宿泊者全員の情報を取りまと

め、部屋割りや支払い等、ホテル担当者から連絡を取れるようにお願いいたします。 

 

 

＜ＮＹＣをご希望されるみなさまへのお願い＞ 

ＮＹＣは国立の青少年研修施設であり、ホテルではありません。そのため、一般のホテルとは異な

る点が多々ございます。下記の点にご了承いただける方のみ、ＮＹＣへの宿泊希望をお申し込みくだ

さい。 

 

・Ａ棟について 

・宿泊個室（全室ｼﾝｸﾞﾙ）が１０～２０程度並ぶ、複数の「ﾕﾆｯﾄ（男女別）」から成ります。 

・宿泊個室内には浴室やトイレはありません。各ユニット内にある共用のシャワー室やＢ棟１Ｆ

の浴室（利用可能時間１７：００～２３：００）、トイレ等をご利用ください。 

・宿泊室は原状復帰を求められますので、ベッドやイスの移動、ハンガー等の備品の貸し借りは

禁止です。 

・シーツや枕カバー等については、お受け取りや返却は選手団の代表者が行ってください。また

これらをベッドに設置し、翌朝に畳む作業は、宿泊者ご自身でお願いします。 

・室内にハンガーがあるのみですので、洗面用具やシャンプー・ボディソープ、タオル類等はご

自身で持参願います。 

 

 ・Ｄ棟について 

・基本的には一般のビジネスホテルに準じます。 

・各宿泊個室（全室シングル）内に、ユニットバスとトイレがあります。 

・部屋数に限りがございますので、宿泊先の変更や、日程途中で部屋移動をお願いする可能性が

あります。 

 

以上により、１０月１日から始まる宿泊希望の申込段階では、①Ａ棟 ②Ｄ棟を第１希望、Ａ棟を

第２希望 ③Ｄ棟を第１希望、その他のホテルを第２希望 の３つの選択肢内から選択いただくこと

にいたします。あらかじめご承知おきください。 

なお、今年の宿泊棟はＡ棟およびＤ棟のみとなります。Ｂ棟およびＣ棟への宿泊や、和室等への選

手団本部の設置はできかねますので、ご了承ください。 
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（２）（１）以外の宿舎 

※下記に記載のある宿舎については、本項目のご案内に従います 

 ・赤坂陽光ホテル 

 ・サンシャインシティプリンスホテル 

 ・品川プリンスホテル 

 ・スマイルホテル東京綾瀬駅前 

 ・東横イン昭島駅南口 

 ・マロウドイン赤坂 

 ・ホテルリブマックス東京綾瀬駅前 

（以上五十音順） 

 

①お申込み 

特設ページに関する案内と同時に配布する「操作案内」に基づき、必要事項を入力のうえお申し込

みください。申込締切は１０月２０日（木）です。お申し込み忘れのないようご注意ください。 

 

記載事項は下記の通り（予定）ですので、予約する前にご用意ください。 

・宿泊代表者氏名（フリガナ含む） 

・宿泊代表者性別 

・宿泊代表者 E-mail アドレス 

・ログイン用パスワード（半角英数 6文字以上） 

・都道府県名 

・連絡先郵便番号 

・連絡先住所 

・連絡先電話番号 

・種目名 

・チーム（団体）名 

・宿泊者の名前（全員分） 

 

システム操作等に関してご不明点等ございましたら、指定旅行業者窓口までお問い合わせください。 

 

＜支払方法と期日について＞ 

支払方法はクレジットカード、コンビニ決済、銀行振込のいずれかが選択できます。支払期限はい

ずれも１１月８日（火）となりますので、余裕をもってお支払いください。なお万が一、支払期限に

間に合わない等の際には、必ず下記指定旅行業者窓口までご連絡ください。 

 

②勝ち残りおよび負け帰り 

場合によって、勝ち残りや負け帰り（※注）のため旅程に変更が生じることがございます。できる

だけ勝ち残ることを想定して旅程を組まれることをお奨めします。ぜひ同じ都道府県から他競技に参

加する仲間の応援等をお願いします。勝ち残り・負け帰りの際における具体的な対応につきましては、

１０月発行予定の第２回諸連絡（下記「その他 ３．第２回諸連絡の送付について」参照）にて、詳

細をお伝えいたします。 

 

※注意 

＜勝ち残りの例＞ 

１１月１３日（日）に帰る予定が、試合に勝ち残ったため１３日(日)に延泊し１４日（月）

に帰る 

＜負け帰りの例＞ 

１１月１２日（土）から１３日（日）まで競技日程が組まれているが、１２日に敗退が決定

したため、１２日のうちに帰る 

 

③キャンセルについて 

 宿泊申込後のキャンセルは、既定のキャンセル料金をもらい受けます。また、１１月１１日（金）

１７：３０以降の宿泊キャンセルは、指定旅行業者窓口ではお受けできません。理由の如何によらず、

キャンセル料金が発生することを前提として下記大会本部までご連絡ください。 
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 なおキャンセル料金および手続きの詳細については、特設ページのご案内（９月下旬予定）と併せ

てお知らせする予定です。 

 

（３）交通手配について 

①パックツアー（セットプラン）について 

今大会では、宿泊と交通とを合わせて申し込むパックツアー（宿泊＋交通セットプラン）の扱いは

ございません。ご自身にて航空券やＪＲ券等の手配をお願いいたします。 

 

②指定旅行業者による交通手配について 

団体（ひと組あたり１０名以上・全員が同一行程に限ります）での交通手配は、下記指定旅行業者

にて手配することも可能です。ご希望の際には、下記指定旅行業者窓口までメールにてご連絡くださ

い。ただし手配にともなって、手数料が別途かかりますのでご了承ください。詳しくは下記指定旅行

業者窓口までお問い合わせください。 

 

③鉄道割引（鉄割）の発行について 

大会開催にあたり、全国のＪＲ各社のご支援のもと鉄割（片道あたりの営業キロが 100 km より離れ

た区間を利用する際、通常価格より運賃を２割引。なお特急券等の分は対象外）を発行いたしており

ます。選手及び選手団役員のみなさまはご使用いただけますので、どうぞご検討ください。 

対象区間は、対象者の居住地にもっとも近いＪＲ各駅から、各競技会場のＪＲ最寄り駅（最寄り駅

がＪＲではない場合、ＪＲ乗り継ぎ駅が対象）までの区間となっています。ご利用の際は、別添の名

簿に記入し、大会本部までご送付ください。 

なお、鉄割の発行は、大会本部に申込書が到着後およそ２週間程度かかります。お時間に余裕をも

ってお申込みください。 

  ※別添【第７０回記念全国青年大会旅客運賃割引証交付者名簿】 

     【第７０回記念全国青年大会旅客運賃割引証競技会場最寄り駅一覧】参照 

 

 例）新大阪駅 → （東京駅乗り換え）→ 千駄ヶ谷駅 のぞみ指定席を利用する場合 

  ・のぞみ指定席通常料金 乗車券 8,910円 ＋ 指定席特急券 5,810円 ＝ 14,720円 

  ・上記の鉄割利用料金 2割引乗車券 7,120円 ＋ 指定席特急券 5,810円 = 12,930円 

   → 鉄割を使うことで、片道あたり 1,790円が安くなります 

 

２）担当窓口 

 宿舎及び旅券の手配について、日本青年館ホテル及びＮＹＣの宿泊については大会本部まで、それ

以外の宿舎やサイトの操作方法等については指定旅行業者窓口までお問い合わせください。 

 

 ＜大会本部＞ 

  全国青年大会本部（宿泊担当：氏家、四至本） 

   〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４－１ 日本青年館５階 日本青年団協議会内 

   Tel 03-6452-9025 Email jsc_zenseitai@dan.or.jp 

 

 ＜指定旅行業者窓口＞ 

  株式会社日本旅行 九州法人支店（担当：川村、日野、阿高） 

   〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１ ５Ｆ 

   Tel 092-451-0606 Fax 092-451-0550 E-Mail nta_zenseitai2022@nta.co.jp 

   営業時間 平日：9:30～17:30 土日祝日は休み  
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その他 

第７０回記念全国青年大会に関連する、その他の事項について記載しております。 

 

 

 
結団式・解団式等で、大会会長（日青協会長）の挨拶を希望する都道府県は、調整を行いますので、

文書で１０月１１日（火）までに大会本部へお知らせください。 

なお、開催日時によっては依頼が同時刻に集中することも予想され、すべての依頼にお応えできな

い場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

各都道府県青年大会（予選会）の要項、プログラム、ポスター等を参加申込書の送付とあわせてお

送りください。開催状況の把握とともに各都道府県青年大会（予選会）の資料として保管いたします。 

 

 

 

「諸連絡」は、大会をより安定的に運営していくために、大会運営に関わる連絡事項を記載してい

るものです。合計２回の諸連絡を予定しております。 

◆第２回諸連絡（１０月２１日送付予定） 

    ＊大会参加者数一覧について 

   ＊大会日程表（確定版）について 

＊参加費・保険料の請求について 

  ＊棄権者の扱いについて 

  ＊勝ち残り・負け帰りの際の対応について 

   ＊種目別監督会議・宿泊担当者会議について 

   ＊運営協力員について 

＊大会協賛企業について 

   ＊大会本部について 

    ＊プログラム・記念品の販売について 

   ＊各種目別諸連絡 

   ＊新型コロナウイルス感染症対策について  ほか 

※諸連絡の内容については、追加・変更する場合があります。また、都合上、予定時期に上記記

載の内容が連絡できない場合もありますのでご了承ください。 

  

１．日青協会長挨拶の依頼について 

２．各都道府県青年大会（予選会）の大会要項・プログラムなどの送付のお願い 

３．第２回諸連絡の送付について 
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 第１回諸連絡に記載されている、大会前日までのスケジュールは下記の通りとなっています。大会

当日の日程については、別添の大会日程表（予定）をご覧ください。 

月 日 曜日 内容 

９ １６ 

３０ 

金 

金 

第１回諸連絡送付 

【〆切】７０回大会申込 

【〆切】オブザーバー保険申込書提出  

１０ 

 

１ 

４ 

 

１１ 

１４ 

２０ 

 

２１ 

土 

火 

 

火 

金 

木 

 

金 

宿舎申込サイト開設 ※予定 

【〆切】６８回大会優勝旗を大会本部へ返却 

【〆切】運営協力員選出 

【〆切】日青協会長挨拶依頼 

【〆切】棄権や入れ替え登録による診断書 

【〆切】オープニングムービー 意気込み動画送付 

【〆切】宿泊申込（日本青年館ホテル・ＮＹＣを除く） 

第２回諸連絡送付 ※予定 

１１ 

 

８ 

１０ 

火 

木 

【〆切】宿泊費 支払い （～15:00） 

【〆切】参加費 支払い 

 ※【〆切】については、特筆の無い限り大会本部１７：００必着の締切です。 

 ※入れ替え登録を希望される際には、大会日程表の種目別監督会議の日程をご覧ください。 

 

 

 Twitterで大会専用のアカウントを作成しました。大会 Webサイトと連動し、大会速報や最新情報を

お届けいたします。是非「いいね」や「フォロー」をお願いいたします。 

 ・ユーザー 名：zenseitai_sokuho 

 ・ユーザーＩＤ：@ZenseitaiSokuho 

 ・Ｕ Ｒ Ｌ：https://twitter.com/ZenseitaiSokuho 

 ・ＱＲコー ド：右記参照 

 

４．大会前日までの全体スケジュールについて 

５．大会専用ＳＮＳについて 


