平成 30 年度静岡県スポーツリーダー養成講習会
兼スポーツ少年団認定員養成講習会開催要項
１ 目 的
本講習会は、
「公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度」に基づき、地域住民のスポー
ツの生活化・定着化を促進するためのスポーツ指導者をサポートする「スポーツリーダー」養成を目的
として、都道府県スポーツ少年団と共催により開催する。
併せて本講習会は、
「日本スポーツ少年団指導者制度」に基づき、地域・市区町村においてスポーツ少
年団の育成・指導にあたる「スポーツ少年団認定員」養成講習会を兼ねる。
２ 主
催
公益財団法人日本スポーツ協会 日本スポーツ少年団
公益財団法人静岡県体育協会 静岡県スポーツ少年団
３ 主
管
NPO 法人沼津市体育協会 沼津市スポーツ少年団
島田市体育協会 島田市スポーツ少年団
NPO 法人湖西市体育協会 湖西市スポーツ少年団
NPO 法人富士宮市体育協会 富士宮市スポーツ少年団
浜松市スポーツ少年団本部
公益財団法人静岡県体育協会
４ 後
援
スポーツ庁・静岡県・静岡県教育委員会（予定）
５ 期日及び会場
開催地

開催日

会場

８/４（土）
～５（日）

沼津市第一地区センター
〒410-0881
沼津市八幡町 65-1
℡：055-963-5088

６/29（金） 〒410-0055 沼津市高島本町 1-4
NPO 法人沼津市体育協会
沼津市スポーツ少年団：秋山
60 名
℡：055-922-7200

島田市

９/８（土）
～９（日）

総合施設プラザおおるり
〒427-0042
島田市中央町 5-1
℡：0547-36-7222

〒427-0042 島田市中央町 5-1
８/３（金） 総合施設プラザおおるり
島田市体育協会
島田市スポーツ少年団：藤見
150 名
℡：0547-36-7219

湖西市

９/22（土）
～23（日・祝）

沼津市

湖西運動公園管理事務所

富士宮市

９/29（土）
～30（日）

〒431-0441
湖西市吉美 830-1
℡：053-576-1124
富士宮市役所
〒418-8601
富士宮市弓沢町 150 番地
TEL：0544-22-1111

締切・定員

問合せ先

８/17（金） 〒431-0441 湖西市吉美 830-1
NPO 法人湖西市体育協会
湖西市スポーツ少年団
℡：053-576-1124
50 名
〒418-8601
８/17（金） 富士宮市弓沢町 150 番地
富士宮市教育委員会
スポーツ振興課内
富士宮市スポーツ少年団：大澤
80 名
TEL：0544-22-1190

10/20（土）
～21（日）

浜松市

(時間)

１
日
目

９/14（金）

60 名

〒435-0016
浜松市東区和田町 808-1
公益財団法人浜松市体育協会内
浜松市スポーツ少年団：仲山
TEL：053-411-8686

草薙総合運動場
〒422-8004
12/７（金）
<H31>
（硬式野球場 大会議室）
静岡市駿河区国吉田 5-1-1
１/19（土）
〒422-8008
公益財団法人静岡県体育協会
～20（日） 静岡市駿河区栗原 19-1
静岡県スポーツ少年団：長江
70 名
TEL：054-261-9265
TEL：054-265-6464

静岡市

６ 日

浜松アリーナ
（第 1 研修室）
〒435-0016
浜松市東区和田町 808-1
TEL：053-461-1111

程（例） ※会場によって、日程が異なりますのでご了承ください。
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講習の一部および試験の免除者｛※11 講習の一部および試験の免除申請について参照｝が必要とする「講義
①スポーツ少年団の理念とその意義」
「講義②スポーツ少年団の組織と運営」
、
は２日目に行うことがあります。
７ 参加対象
（１）スポーツ少年団に登録している指導者
（２）本年度もしくは次年度にスポーツ少年団の指導者登録が見込まれる指導者
８ 参加料
3,500 円 ＜テキスト代：1,080 円・受講料 2,420 円＞ ※事前に振込（詳細についてはその他に記載）
９ カリキュラム（11 科目 35 時間）
（１）集合講習（11 科目 14 時間）
① スポーツ少年団の理念とその意義
② スポーツ少年団の組織と運営
③ 運動適性テスト
④ 指導者の役割Ⅰ
⑤ 文化としてのスポーツ
⑥ トレーニング論Ⅰ

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

スポーツ指導者に必要な医学的知識Ⅰ
スポーツと栄養
指導計画と安全管理
ジュニア期のスポーツ
地域におけるスポーツ振興

（２）自宅学習（21 時間）
※テキスト副教材のワークブックを使用します。原則として、検定試験までに受講者各自で学
習するようにして下さい。提出の義務はありません。
（講習会の 2 週間前までには自宅へ郵送いたします。届かない場合はご一報ください。
）
（３）検定試験（60 分）
＊ 試験はテキスト及び資料の持ち込み可とする。
＊ 50 点満点中、30 点以上で合格とする。
10 資格認定
(１)平成 30 年度スポーツ少年団登録において、指導者登録（資格なし指導者）をした指導者が、本講
習会の全課程を修了し、検定試験に合格した際には、静岡県スポーツ少年団が日本スポーツ少年

団の名において、日本スポーツ少年団指導者制度に基づく「スポーツ少年団認定員」として認定
し、認定証、認定員章および指導必携書を交付する。併せて「公益財団法人日本スポーツ協会公
認スポーツリーダー」資格を付与する。
(２)平成 30 年度指導者登録をしていない参加者に対しては、平成 30 年度追加登録※１もしくは平成 31
年度の指導者登録を行い、登録の確認ができたのちに、資格認定を行う。※２
※１：県登録最終締め切りは８月 31 日（金）までです。
※２：平成 30 年度は保留者扱いとなり、認定員番号は発行されません。

11 講習の一部および試験の免除申請について
（１）以下の関連資格をお持ちの方は、講習の一部および試験の免除申請が可能です。
・公益財団法人日本スポーツ協会の「公認スポーツ指導者資格」取得者
・
「スポーツリーダー資格」取得者（NHK 学園等）
・日本サッカー協会公認の「C 級コーチ」以上の指導者資格取得者
・日本バスケットボール協会公認の「C 級コーチ」以上の指導者資格取得者
（２）参加申込書に指導者番号（資格番号）をご記入いただき、所属市町にご提出ください。
（受講料はかかりません。
）
なお、日本サッカー協会の「C 級コーチ」以上の指導者資格取得者は、日本サッカー協会発行の
「公認指導者ライセンス認定証」コピーを、日本バスケットボール協会公認の指導者資格取得者
は、資格を保持していることが分かる証明書のコピーを所属市町にご提出ください。
（３）
「９ カリキュラム」の③～⑪が免除となり、受講いただく講義は、
「①スポーツ少年団の理念と
その意義」および「②スポーツ少年団の組織と運営」になります。
12

その他
（１）受講希望者は、別紙「参加申込書」に「振込受領証」を貼付のうえ、市町を経由して申込をして
ください。
（２）参加料については郵便局の振込取扱票（下記振込取扱票参照）にて、振込み願います。
（別途振込手数料が必要です）
（３）昼食のお弁当を希望される方は参加申込書の弁当希望欄に○印をつけ、注文をしてください。
代金は当日会場でお預かりします。
（１個 600 円程度（お茶なし）
）
なお、キャンセルする場合は講習会開催日の２日前までに県事務局（054-265-6464）へお願いし
ます。※会場によりお弁当の代金が変わる場合があります。
（４）受講決定後、詳しい日程、詳細をお送りしますのでご確認ください。
（５）受講希望者多数の場合は、本会で調整させていただき、他の会場での受講をお願いする場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。
（６）認定員資格の有効期間は、スポーツ少年団登録を継続する期間とします。

