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国庫補助事業 

令和 4年度 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者全国研修会 

開催要項 
 

2022年 9月 26日現在 

 

趣 旨：公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)及び JSPO加盟団体等は、スポーツ文化を豊かに享受

するというすべての人々がもつ基本的な権利を保障するため、ライフステージに応じた多様

なスポーツ活動を推進することのできるスポーツ指導者を育成し、望ましい社会の実現に貢

献することが求められている。また、スポーツ指導者は、スポーツの価値やスポーツの未来

への責任を自覚し、プレーヤーズセンタードのもとに暴力やハラスメントなどあらゆる反倫

理的行為を排除し、常に自らも学び続けながらプレーヤーの成長を支援することを通して、

スポーツ文化の創造やスポーツの社会的価値を高めることに貢献できる者であることが求め

られている。 

これらの実現のためには、JSPO及び JSPO加盟団体等が協力し、社会の求めに応じてスポー

ツ指導者が活動できる環境や体制づくりを推進することはもちろん、指導者自らも、常に最

新の情報を得て自己研鑽を重ねるなど、自らも学び続けることが不可欠である。 

そこで、スポーツ指導者の学びの場を提供するとともに、その連帯感を深め、組織的活動に

よる指導体制づくりを積極的に推進するため、公認スポーツ指導者全国研修会を開催する。 

主 催：公益財団法人日本スポーツ協会 

期 日：令和 4年 11月 23日(水・祝) 

開催形態：対面形式及びオンライン会議システム「Zoom」を用いて行う 

会  場：JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 14階(〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4番 2号) 

全体テーマ：プレーヤーの成長を支援するためのコーチングを目指して 

日程： 

時間 プログラム 

12:00 受付・入室開始 

12:30 開会式・指導者表彰(30分) 

13:00 講演(60分) 

「主体性を高める指導とは～部活動の地域移行を契機に」(仮) 

石津谷 治法 氏 (一般財団法人全日本吹奏楽連盟 理事長) 

14:00 休憩(10分) 

14:10 座談会(90分) 

「グッドプレーヤーを育てるコーチングとは～トップアスリートとしての経験も交えて」(仮) 

パネリスト： 

井端 弘和 氏 (野球評論家) 

大神 雄子 氏 (トヨタ自動車女子バスケットボール部 アンテロープス ヘッドコーチ) 

福見 友子 氏 (JR東日本女子柔道部 監督) 

コーディネーター：田中 大貴 氏 (フリーアナウンサー) 

15:40 休憩(10分) 

15:50 講演(60分) 

「プレーヤーと指導者が共に成長する環境づくり～チームビルディングの視点から～」(仮) 

なかむら アサミ 氏 (サイボウズ株式会社 チームワーク総研 シニアコンサルタント) 

16:50 事後説明 

17:00 終了 
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参 加 者：JSPO公認スポーツ指導者 

定 員：【対面】65名 

＊抽選にて決定 

＊申込受付期間：令和 4年 9月 30日(金)12:00～10月 11日(火)17:00 

【ウェビナー】700 名 

＊申込受付期間：令和 4年 10月 14日(金)12:00～11月 11日(金)17:00 

参 加 料：4,400円(税込) 

申込方法・参加決定までの流れ 

【対面】 

①指導者マイページからのお申し込み 

・「指導者マイページ」で検索、または右記 QRコードを読み込む。 

・ログイン後、メニュー「更新研修」の「更新研修検索・申込」をクリック。 

・「検索条件」の開催月を「11」に、「更新研修コード」に半角数字で 

「0012623」を入力して検索し、研修会の名称部分をクリック。 

・表示されたページ最下部に表示される「申込」ボタンをクリック。 

＊「申込」ボタンは一度クリックと非表示になります。 

＊申込されたかどうかは、メニュー「更新研修」の「更新研修履歴」から「予約した更新研修」

に表示されているかをご確認ください。 

＊本研修会に関するお知らせにつきましては、指導者マイページに登録されている E-mail ア

ドレスに「noreply@zoom.us」、「@my.japan-sports.or.jp」及び「@japan-sports.or.jp」の

アドレスおよびドメインから送信されます。ご使用のメーラーの設定(迷惑メールブロック

等)により受信できないことがあるため、あらかじめ受信許可設定をお願いします。 

②参加料の支払い 

・抽選結果は、10月 13日(木)に指導者マイページに登録されている E-mail アドレスへご連絡し

ます。当選の方へは参加料の支払いのご案内を、落選の方へは、ウェビナーでの参加に関する

ご案内をお送りいたします。 

・当選の方は、メールでご案内する手順に従い、期限までに参加料をお支払いください。お支払

いをもって参加決定となります。 

＊お支払いは、指導者マイページからのオンライン決済(クレジットカード支払い・コンビニ支

払い)のみとなります。 

＊参加料入金後のキャンセルや欠席の場合も、参加料は返金しないためご注意ください。 

＊期限までにお支払いが確認できない場合は、参加を取り消す場合があります。 

＊支払い方法の詳細はこちら 

③参加にあたっての注意事項等のお知らせ 

・11月 18日(金)を目途に、指導者マイページに登録されている E-mailアドレスへ、参加にあた

っての注意事項等のご案内を送信します。 

 

【ウェビナー】 

①指導者マイページからのお申し込み 

・「指導者マイページ」で検索、または右記 QRコードを読み込む。 

・ログイン後、メニュー「更新研修」の「更新研修検索・申込」をクリック。 

・「検索条件」の開催月を「11」に、「更新研修コード」に半角数字で 

「0012624」を入力して検索し、研修会の名称部分をクリック。 

・表示されたページ最下部に表示される「申込」ボタンをクリック。 

＊「申込」ボタンは一度クリックと非表示になります。 

＊申込されたかどうかは、メニュー「更新研修」の「更新研修履歴」から「予約した更新研修」

に表示されているかをご確認ください。 

＊本研修会に関するお知らせにつきましては、指導者マイページに登録されている E-mail ア

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/zenkoku_kenshukai/R3%20online%20payment.pdf
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ドレスに「noreply@zoom.us」、「@my.japan-sports.or.jp」及び「@japan-sports.or.jp」の

アドレスおよびドメインから送信されます。ご使用のメーラーの設定(迷惑メールブロック

等)により受信できないことがあるため、あらかじめ受信許可設定をお願いします。 

②参加料の支払い 

・申込完了後に表示される「オンライン決済」ボタンから参加料をお支払いください。 

＊お支払いは、指導者マイページからのオンライン決済(クレジットカード支払い・コンビニ支

払い)のみとなります。 

＊参加料入金後のキャンセルや欠席(Zoom アプリの設定不備、迷惑メールブロック等による各

種お知らせメールの不着等を起因とした欠席を含む)の場合も、参加料は返金しないためご

注意ください。 

＊期限までにお支払いが確認できない場合は参加を取り消す場合があります。 

③URL等のお知らせ 

・11月 18日(金)を目途に、指導者マイページに登録されている E-mailアドレスへ、ウェビナー

視聴用の URL等のご案内を送信します。 

 

研修会参加前～参加後の注意事項 
【対面】 

＜１．研修会参加前・研修会当日・研修会参加後＞ 

新型コロナウイルス感染症の予防措置として「日本スポーツ協会各種事業等における新型コロナ

ウイルス感染拡大防止に関する基本方針」等を基に以下の対応・対策を講じます。来場参加者にお

いてはご理解ご協力をお願いします。 

(1) 体調チェックシート(事前のご案内メールにて共有)を各自でプリントアウトしてください(プリ

ントアウトが出来ない方は、当日の受付時にこちらで準備した用紙に必要事項をご記入いただ

きますので、記入内容のメモ等をご持参ください)。また、事前に必要事項を記入の上、当日受

付時にご提出ください。 

(2) 体温 37.5℃以上または発熱症状の自覚、強いだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)、咳、喉の

痛み、鼻水、頭痛などの症状、味覚や嗅覚の異常など、新型コロナウイルス感染が疑われる場

合または濃厚接触者の疑い等がある場合は、来場を見合わせてください。 

(3) 受付にて体温測定を行いますので、スタッフ等の指示に従い必ず検温にご協力ください。検温

を拒否する方の参加はお断りいたします。なお、検温に時間を要する場合がありますので、時

間に余裕をもってお越しください。 

(4) 会場内では必ずマスクの着用をお願いいたします。スタッフ等もマスクを着用いたします。 

(5) 休憩中の手洗い、各所に設置いたします手指消毒液での手指消毒の励行をお願いいたします。 

(6) 座席は間隔を空けて配置し、休憩ごとに出入口を開けるなどして換気を実施いたします。 

(7) 会場が定める対策や指示に従ってください。 

(8) 東京都対処方針等に従い、感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

＜２．研修会当日・研修会参加後＞ 

(1) 全プログラム終了後、アンケートにご協力ください。なお、公認スポーツ指導者資格の更新研

修の実績とする場合は、アンケートをご提出いただかないと研修実績として認められません。

参加会当日に配付する資料に記載された URLからアクセスの上、指定期日までにご回答くださ

い。 

＊指導者マイページへの研修実績の反映は、12月下旬を予定しております。 

 

【ウェビナー】 

＜１．研修会参加前＞ 

(1) 本研修会は Zoom Video Communications, Inc.が提供する「Zoom」を利用し、ライブ配信研修と

して実施します。本研修会に参加する前に、必ず「Zoom」アプリをダウンロードしてくださ

い。すでにアプリをダウンロードされている方は、アプリを最新版にアップロードしてくださ
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い。 

(2) 長時間のインターネット接続となるため、Wi-Fi環境での接続を推奨いたします。通信容量に制

限がある環境での接続の場合は、契約内容や使用状況を事前によくご確認ください。 

(3) 研修会参加のための情報(URL)は、指導者マイページに登録されている E-mailアドレスにお送

りします。E-mailアドレスに誤りがないか、メニュー「指導者情報」から確認をお願いしま

す。 

(4) 参加者は、自己の責任において参加するために必要なパソコン、通信機器、通信回線その他の

設備を準備し、管理するようお願いします。参加に伴って発生する通信回線の利用料金等は自

己負担となります。最新のコンピュータウィルス対策等がなされている機器を使用してくださ

い。JSPOは、参加によりコンピュータウィルスや第三者の妨害等行為による不可抗力によって

生じた損害等の一切の責任を負いません。また、参加者の都合により研修に参加できなかった

場合は返金等の対応はいたしません。 

＜２．研修会当日＞ 

(1) 12:00以降、指導者マイページに登録されている E-mailアドレスにお送りする参加 URLをクリ

ックし、同メールに記載のパスコードを入力して Zoomアプリを開くと入室ができます。研修会

開始時刻(12:30)直前は混雑が予想されますので、お早めの入室をお願いします。 

(2) 公認スポーツ指導者資格の更新研修の実績とされる方は、必ず全ての日程(12:30〜17:00)にご

参加ください(入退室時刻が記録されます)。上記を満たされなかった場合、また、20分以上の

遅刻および途中退出が確認された場合には、更新研修の実績として認められない場合がござい

ます。 

(3) 研修会の途中でインターネットの接続が切れるなど、研修会の途中で参加できないトラブルが

生じた場合は、以下のいずれの方法で事務局までご連絡ください。 

＊お電話(研修当日の 11月 23日のみ 070-4926-5531) 

＊メール( kenshukai@japan-sports.or.jp ) 

＜３．研修会当日・研修会参加後＞ 

(1) 全プログラム終了後、アンケートにご協力ください。なお、公認スポーツ指導者資格の更新研

修の実績とする場合は、アンケートをご提出いただかないと研修実績として認められません。

ご登録いただいた E-mail アドレスに配信される URLからアクセスの上、指定期日までにご回答

ください。 

＊指導者マイページへの研修実績の反映は、12月下旬を予定しております。 

 

その他： 

(1) 本研修会の参加により、JSPO公認スポーツ指導者資格の更新研修を修了したことになりま

す。なお、テニス資格は 2ポイント、バウンドテニス資格・スポーツ栄養士資格は 1ポイント

(単位)、チアリーディング(コーチ 3のみ)資格は都道府県体育・スポーツ協会実施の 1回分の

実績となりますが、別途、資格毎に定められたポイント獲得や研修受講などの要件を満たす必

要があります。 

ただし、次の資格については、更新研修の実績にはなりません。 

[水泳、サッカー、バスケットボール、バドミントン、剣道、空手道、エアロビック(コーチ 4

のみ)、スクーバ・ダイビング、プロゴルフ、プロテニス、プロスキー、オリエンテーリン

グ、スポーツドクター、スポーツデンティスト、アスレティックトレーナー、クラブマネジャ

ー](2022年 10月 1日現在) 

詳細は日本スポーツ協会のホームページをご確認ください。 

※バスケットボール資格については、オンライン（zoomウェビナー）に限って、リフレッシュ

研修のポイント対象になる可能性がございます。ポイント対象として認められた場合は、日本

バスケットボール協会から別途ご案内する予定です。 

(2) 参加申込にあたって収集した個人情報は参加可否等の通知を目的に使用させていただきます。ま

た、研修会中の様子や写真については、情報誌「Sport Japan」をはじめ、JSPO のホームページや

mailto:kenshukai@japan-sports.or.jp


- 5 - 

SNS、各種報告書において利用することがあります。なお、この個人情報は、参加者の同意なし

に、第三者に開示、提供することはありません(法令などにより開示を求められた場合を除く)。 

(3) 参加者は、JSPOや講演者の特別の許可がある場合を除き、本研修会の録音、録画、写真撮影(画

面のスクリーンショット含む)をすることは禁止といたします。なお、JSPOや講演者は、本研修会

の記録や今後の改善等を目的として、録音、録画、写真撮影および JSPOウェブサイトや SNSへの

掲載・投稿をする場合があります。 

(4) 天災、官公庁からの指示・命令、その他不可抗力など主催者が管理できない事由により、本研修

会の一部内容の変更及び中止をする場合は、指導者マイページに登録されている E-mailアドレス

に連絡する他、JSPOのホームページ等によりその旨を掲載します。なお、本研修会の一部内容の

変更及び中止のために生じた参加者の損害については、JSPOではその責任を負いません。 

 

問合せ先： 

【研修会の内容について】 

公益財団法人日本スポーツ協会 スポーツ指導者育成部 活動推進課 

Mail：kenshukai@japan-sports.or.jp 

【日本スポーツ協会指導者資格の更新について】 

公益財団法人日本スポーツ協会 公認スポーツ指導者登録係 

TEL：03-5859-0371 受付時間：平日 10:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く） 

 


