SCステーションリスト

2013.9.5現在（２８０項目）
中項目（質問内容）

大項目 No

執筆者

ページURL

クラブ設立の背景と意義
1 生涯スポーツ社会と総合型クラブ
(1)

スポーツは誰のもの？

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/1_01.html

(2)

生涯スポーツって何？

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/1_02.html

(3)

生涯スポーツ社会のイメージ

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/1_03.html

(4)

スポーツ振興基本計画の目標

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/1_04.html

(5)

生涯スポーツと総合型クラブ

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/1_05.html

(6)

総合型クラブのねらい

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/1_06.html

2 地域を基盤とした総合型クラブの育成
(1)

クラブのイメージ

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/2_01.html

(2)

ヨーロッパでは

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/2_02.html

(3)

日本では

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/2_03.html

(4)

地域スポーツクラブのこれから

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/2_04.html

(5)

新しい地域スポーツクラブの提案としての総合型クラブ

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/2_05.html

3 総合型クラブの自立に向けて
(1)

総合型クラブ設立のバリエーション

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/3_01.html

(2)

自発的なクラブづくり

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/3_02.html

(3)

誰にでも開かれたクラブ

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/3_03.html

(4)

総合型クラブの事業

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/3_04.html

(5)

財政的な自立と総合型クラブ

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/3_05.html

(6)

クラブマネジメントの重要性とクラブマネジャー

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/3_06.html

(7)

地域コミュニティ再生のシナリオ

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/3_07.html

4 総合型クラブの育成状況
(1)

総合型クラブの育成状況（その1）

黒須 充 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/4_01.html

(2)

総合型クラブの育成状況（その2）

黒須 充 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/4_02.html

5 総合型クラブの社会的意義
(1)

スポーツが社会に貢献できること

黒須 充 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/200611/5_01.html

1. 行政への依存体質と住民の主体性の欠如

http://www.japan-sports.or.jp/local/faq/tabid/767/Default.aspx

2. 子どもたちを取り巻く問題

http://www.japan-sports.or.jp/local/faq/tabid/768/Default.aspx

3. 高齢化社会の問題

http://www.japan-sports.or.jp/local/faq/tabid/769/Default.aspx

4. 学校運動部活動を取り巻く問題

http://www.japan-sports.or.jp/local/faq/tabid/770/Default.aspx

5. 団体間の意見の食い違い

http://www.japan-sports.or.jp/local/faq/tabid/771/Default.aspx

6. 活用されていない公共スポーツ施設

http://www.japan-sports.or.jp/local/faq/tabid/772/Default.aspx

7. 途切れるスポーツ環境～子どもの成長は途切れない～

http://www.japan-sports.or.jp/local/faq/tabid/773/Default.aspx

8. 世代間の交流喪失や地域コミュニティの弱体化

http://www.japan-sports.or.jp/local/faq/tabid/774/Default.aspx
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１ クラブのつくり方
1 スポーツって何？

松田 雅彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/27.html

2 チームとクラブは違うのですか？

松田 雅彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/26.html

3 スポーツによる効用とは？

長積 仁 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/24.html

4 現在のスポーツは地域住民のニーズに十分応えていますか？

松永 敬子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/23.html

5 さあクラブをつくろう ～クラブ設立までの大まかな流れ～

松永 敬子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/22.html

6 クラブづくりは、地域づくりにつながりますか？

長積 仁 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/98.html

7 クラブの母体となる組織は、どんな組織ですか？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/20.html

8 クラブと行政や体協との役割分担は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/18.html

9 既存のスポーツ教室や既存クラブとの関係は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/17.html

10 学校部活動との良好な関係や連携は？

榎 敏弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/16.html

11 地域体協や体指、自治会など地域関係者から理解を得るには？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/15.html

12 婦人会、青年会議所などと協力や連携をしていく必要は？

長積 仁 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/14.html

13 サークルの寄せ集めです。クラブ化するには？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/13.html

14 音楽や陶芸などの文化活動をとりいれてもいいですか？

松田 雅彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/12.html

15 会員は１００人以上必要ですか？

松田 雅彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/11.html

16 市町村合併がありクラブ設立が進展しません。

宮川 久良 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/123.html

17 市町村合併で面積が広がり、クラブ設立の範囲はどうしたらいいですか？ 宮川 久良 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/124.html
18 市町村合併を有効活用したクラブの設立事例はありますか？

宮川 久良 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/125.html

19 総合型クラブはたくさんの種目が必要なのですか？

松田 雅彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/126.html

20 クラブの理念やビジョンが話し合いでまとまりません。

小松 史嗣 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/134.html

21 なかなか学校が協力してくれません。

松田 雅彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/127.html

22 総合型クラブづくり全般について、どこに相談したらいいでしょうか？

南木 恵一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/147.html

23

中平 稔人 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/148.html

スポーツ少年団が総合型クラブ化を目指したら、少年団の登録はどう考えたらいいですか？

24 設立準備委員会にはどのような人を集めたらいいですか？

南木 恵一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/163.html

25 都市部のようにコミュニティ意識が希薄になりがちな地域でクラブをつくるには？

作野 誠一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/164.html

26 なぜ、総合型クラブは「多種目」「多世代」なのですか？

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/165.html

27 公民館活動と連携のある総合型クラブはありますか？

赤松 喜久 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/181.html

28 自立に向けて、設立前までに何をしておけば効果的ですか？

山中 裕文 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/182.html

29 過疎地で総合型クラブはつくれますか？

白倉 香理 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/183.html

30 既存団体の協力が得られず、新規参入は困難です。

伊倉 晶子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/216.html

31 地域の生涯スポーツを担う旧来組織からクラブをつくるには？

小松 史嗣 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/217.html

32 総合型クラブはどのような人々を対象としていますか？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/227.html

33 クラブが行政と「いい関係」を築くには？

奥松 成安 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/256.html

34 クラブ育成において行政は何をすればいいですか？

奥松 成安 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/257.html

35 創設時、既存団体のどの範囲に話をすべきですか？

湯田 賢史 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/265.html

36 設立のタイプ別で設立時に注意すべき点は何ですか？
37 同じような団体があるのに、なぜ総合型クラブをつくるのですか？

－
野上 幸恵

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/274.html
http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/118/Default.aspx?QuestionID=517&AFMID=525
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２ 組織と運営
1 クラブの組織と運営の特徴は何ですか。企業との違いは？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/102.html

2 行政職員の事務局から、民間に移行する留意点は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/25.html

3 メンバーはみな本業があり、安定した事務局体制が整いません。

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/19.html

4 ＮＰＯ法人格取得のメリットやデメリットは？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/10.html

5 「自主運営」とは具体的にどのような状況を言うのですか？

中西 純司 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/149.html

6 既存クラブとの協働にはどのような意義がありますか？

作野 誠一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/150.html

7 既存のスポーツ団体と良好な関係をつくるには？

作野 誠一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/151.html

8 行政の積極的な支援を引き出すには？

藤井 和彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/152.html

9 クラブの法律ってなんですか？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/157.html

10 運動中に事故が起こったとき、クラブ側の責任はどうなりますか？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/158.html

11 クラブの免責条項は、法律的にはどのくらい効果があるのですか？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/159.html

12 クラブにとって、契約は、どの程度必要なものですか？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/160.html

13 スポーツクラブの個人情報保護法対策とは？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/161.html

14 屋外スポーツ活動での指導者の安全配慮義務とは？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/162.html

15 クラブのロゴを作成･使用する場合、注意点や知らなければいけない権利は？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/166.html

16 会員の入会等手続きで、法律的に気をつけなければならないことは何ですか？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/167.html

17 クラブの事務所を借りたいと思います。契約に際して注意することを教えてください。

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/168.html

18 指導者が負う事故や怪我の責任について教えてください。

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/169.html

19 スポーツ指導における体罰とセクシャルハラスメントの留意点について教えてください。

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/170.html

20 スポーツ指導を行っているクラブとして、注意すべき事項について教えてください。

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/186.html

21 クラブの組織や運営体制をうまくつくりたいのですが。

加藤 裕之 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/187.html

22 多くの住民を巻き込み、会員を増やすには？

山中 裕文 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/188.html

23 クラブとして事故や怪我の責任はどこまで負うのでしょうか？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/197.html

24 今までのクラブと総合型クラブは、会員にとって何が違いますか？

榊原 孝彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/198.html

25 受益者負担とはどういうことですか？

榊原 孝彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/200.html

26 部活動をサポートしている総合型クラブはありますか？

黒須 充 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/205.html

27 一部の人に負担がかかり、運営に支障がでてきました。

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/218.html

28 プログラム中止の連絡が届かず、苦情が来てしまいました。

関口 昌和 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/258.html

29 学校の体育授業に協力しているクラブはありますか？

松田 雅彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/276.html

30 クラブにおけるリスクマネジメントとは？

谷塚 哲

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/119/Default.aspx?QuestionID=518&AFMID=531

31 NPO法人化するまでの手続きとスケジュールは？

小田 新紀 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/119/Default.aspx?QuestionID=522&AFMID=531

32 会員が辞めないために工夫することはありますか？

安達 勝間 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/119/Default.aspx?QuestionID=544&AFMID=531

33 地域になかなか受益者負担の意識が浸透しないのですが。

進藤 義昭 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/119/Default.aspx?QuestionID=545&AFMID=531
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３ 人材と育成
1 クラブ創設の中心になるのに適した人は？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/35.html

2 クラブマネジャーの役割や、求められる資質・能力とは？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/34.html

3 ボランティアの募集や参加の動機付けは？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/33.html

4 ボランティアを定着させるには？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/31.html

5 会員の帰属意識が薄く、積極的に参画してもらえません。

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/29.html

6 スタッフの能力を引き出し、意欲を高めるには？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/103.html

7 学校部活動にクラブから指導者を積極的に派遣したいのですが。

谷口 勇一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/153.html

8 新しい種目の指導者は、どのように探せばいいでしょうか？

中松 秀夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/189.html

9 クラブマネジャーはなぜ必要ですか。育てることはできますか？

松永 敬子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/190.html

10 若い人が参画しやすいクラブとは？

榎 敏弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/191.html

11 若い人材にスタッフになってほしいのですが。

榎 敏弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/194.html

12 パート・アルバイトなどスタッフの募集方法を教えてください。

小野崎 研郎 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/195.html

13 資格をもつ指導能力の高い指導者にお願いするには？

佐々木 秀幸 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/199.html

14 過疎地で人も若者も少なく、かかわる人材をどうしたらよいですか？

伊達 東 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/206.html

15 文化活動などの指導者は、どのように探せばいいでしょうか？

松田 雅彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/207.html

16 立ち上げにあたり動いてくれる仲間を集めたいのですが。

平尾 好孝 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/219.html

17 設立に協力してほしいと打診があり、自分にできるか不安です。

岩本 とみ代 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/220.html

18 指導者研修を独自で実施するクラブはありますか？

伊藤 弘美 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/221.html

19 熱意をもち取り組んでいるのに周囲から理解されません。

湯田 賢史 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/259.html

20 クラブの理事の役割は何ですか。資質や能力、理事会のあり方は？

榎 敏弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/277.html

21 役員やスタッフの世代交代をどのように図ればいいでしょうか。

関口 昌和 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/278.html

22 クラブにかかわる人達に、理念をどう浸透させていけばいいですか？

酒井 浩文 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/279.html

23 クラブに女性スタッフを増やしたいのですが。

宮本 栄子 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/121/Default.aspx?QuestionID=546&AFMID=538
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４ 活動場所と施設
1 公共施設など、クラブの活動場所の確保は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/32.html

2 学校や大学の施設を借りたり、連携したりしたいのですが。

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/30.html

3 ｢指定管理者制度｣など施設に関わる制度や法律の内容は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/8.html

4 スポーツ施設は、わが国にはどのくらいあるのでしょうか。

浦久保 和哉 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/135.html

5 既存のスポーツ施設では、利用者との調整がむずかしそうです。

浦久保 和哉 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/128.html

6 「クラブハウス」は、具体的にどのような施設・空間なのでしょうか？

浦久保 和哉 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/129.html

7 クラブハウスを確保する方法は？

渋谷 茂樹 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/171.html

8 自前でクラブハウスを確保したいのですが。

佐藤 由夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/172.html

9 指定管理者制度は、活動場所の確保に役立ちますか？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/208.html

10 既存教室での利用施設を拠点にクラブ化できますか？

吉野 達也 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/222.html

11 企業の施設等を活用しているクラブはありますか？

森 慎一郎 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/224.html

12 都市部で直接交渉によって学校施設を確保できた事例は？

浅見 宗弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/225.html

13 公共施設の休館日を利用しているクラブはありますか？

間野 義之 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/228.html

14 行政とタイアップして建設したクラブハウス事例は？

西村 貴之 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/243.html

15 公園施設を利用したクラブハウス事例は？

仲里 健 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/244.html

16 町の体育館全体を「クラブハウス」化している事例は？

武藤 哲夫 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/245.html

17 学校の体育倉庫を利用したクラブハウス事例は？

南 由佳 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/246.html

18 地域の自治会館を利用したクラブハウス事例は？

遠藤 晃弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/247.html

19 民間ビルのフロアーを借りたクラブハウス事例は？

北條 種一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/248.html

20 閉鎖した大型店舗を改装したクラブハウス事例は？

半田 祐毅 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/249.html

21 廃校になった学校を利用したクラブハウスの事例は？

祐末 ひとみ http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/280.html

22 校庭の芝生化にかかわり管理も行うクラブの事例は？

平田貴之 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/281.html

23 財源や活動場所確保のために指定管理者になった方がいいでしょうか？
24 公共施設(学校、体育館など)にクラブハウスを設置したいのですが。

谷塚 哲

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/122/Default.aspx?QuestionID=512&AFMID=540

関口 昌和

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/122/Default.aspx?QuestionID=547&AFMID=540
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５ 事業計画と評価
1 なぜ、事業計画や評価が必要なのですか？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/39.html

2 事業計画は、どんな内容で作成しますか？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/38.html

3 事業計画を作る際、なぜ調査が必要なのですか？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/37.html

4 住民ニーズ調査は、実際にはどう行うのですか？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/36.html

5 中長期的な事業計画の立て方は？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/104.html

6 事業評価はどのようにすればいいのでしょうか？

永田 秀隆 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/130.html

7 クラブの事業の柱にはどのようなものがありますか？

藤井 和彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/154.html

8 日頃の会員の参加率はどのくらいですか？

榎 敏弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/229.html

9 会員の年間退会率はどのくらいですか？

榎 敏弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/230.html

10 総合型クラブの「質的評価」とは？

南木 恵一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/234.html

11 「質的評価」の具体的な手法を教えてください。

南木 恵一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/235.html

12 住民が集まらなかった事業に集まるようになった事例は？

前田 義朗 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/260.html

13 なぜ、アンケート調査をする必要があるのですか？

内田 満 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/261.html

14 事業計画と評価はクラブ会員へも伝えるべきでしょうか？ その手法は？ 南木 恵一

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/123/Default.aspx?QuestionID=493&AFMID=542

15 内部評価（自己評価）と外部評価とは何ですか？

南木 恵一

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/123/Default.aspx?QuestionID=494&AFMID=542

16 アウトプット（結果）とアウトカム（成果）とは？

南木 恵一

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/123/Default.aspx?QuestionID=495&AFMID=542

17 事業計画と評価は誰のために行うのですか？

白倉 香理
南木 恵一

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/123/Default.aspx?QuestionID=496&AFMID=542

18 量的評価と質的評価の次年度計画への活用手法を教えてください。

白倉 香理

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/123/Default.aspx?QuestionID=497&AFMID=542
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６ 広報とＰＲ
1 住民に積極的にＰＲできる効果的な広報の方法は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/44.html

2 広報・ＰＲの意味とその種類は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/105.html

3 マスメディアを使った、お金のかからない広報の仕方は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/5.html

4 クラブ紹介のパンフレットの効果的な内容・つくり方は？

谷藤 千香 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/155.html

5 住民説明会の効果的な進め方は？

白倉 香理 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/173.html

6 スポーツにあまり興味がない人にクラブへ足を運んでもらうには？

小倉 弐郎 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/174.html

7 中学生の会員をどうしたら増やせますか？

高橋 絵理 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/175.html

8 学校でパンフレットやチラシを配りたいのですが。

野々村 ふみ http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/196.html

9 わかりやすい説明やプレゼンテーションの秘訣は？

南木 恵一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/209.html

10 総合型クラブの意義を一般住民に理解してもらうには？

平尾 好孝 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/223.html

11 地元大型イベントでの効果的なＰＲ方法は？

－

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/236.html

12 クラブの理念とは。参考になる表現パターンは？

－

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/237.html

13 設立趣意書とは。参考になる表現パターンは？

－

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/238.html

14 パンフレット・チラシがうまくできません。

岡本 直子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/239.html

15 パンフレット・チラシの参考になる事例は？

－

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/240.html

16 印象に残るロゴマークを作りたいのですが。

－

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/241.html

17 クラブ名やロゴマークを公募して決めたいのですが。

外田 順一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/242.html

18 はじめての会員募集はどのように行えばいいですか？

平井 規之 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/262.html

19 魅力的なクラブ名を考えてつけたいのですが。

岡本 直子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/282.html

20 回覧板を利用した効果的な広報の事例は？
21 感性に訴え共感を得る効果的な説明会の事例は？
22 最新情報システムを利用するメリットと方法は？

権田 瞳 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/283.html
土谷 忠昭 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/284.html
木野 歩

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/124/Default.aspx?QuestionID=519&AFMID=544
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７ 財源と財務
1 会費の設定の仕方は？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/43.html

2 会費以外の収入を得るクラブの事業は？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/42.html

3 クラブづくりに利用できる助成金等は？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/106.html

4 企業などスポンサーの獲得は？

松澤 淳子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/4.html

5 会費と会費以外の収入のバランスをどのように考えたらいいですか？

浪越 一喜 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/156.html

6 指導者謝金はどのように考えて決めたらいいでしょうか？

清水 透 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/210.html

7 過疎地で人や会員も集まらないクラブの財源とは？

伊達 東 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/211.html

8 会員の理解を得られる会費値上げの方法は？
9 これからつくるクラブの収支を概算したいのですが。
10 中長期の事業収支計画のつくり方は？
11 助成金をうまく使って自立していく方法は？
12 スポーツ振興以外の助成・補助金の活用事例は？
13 会費の口座引き落としの方法とメリットは？

白倉 香理 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/212.html
西原 康行 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/226.html
青木 真弓、白倉 香理

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/231.html

榎 敏弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/266.html
土屋 由紀 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/267.html
－

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/268.html

14 クラブにかかる「税金」に何がありますか？

大塚 喜雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/285.html

15 クラブの事業で税金のかかる収益事業の範囲は？

大塚 喜雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/286.html

16 給料や謝金の源泉徴収はどのように行えばいいですか？

大塚 喜雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/287.html

17 クラブでは、寄付をどのように集めたらいいですか？

内田 満

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/125/Default.aspx?QuestionID=498&AFMID=546

18 クラブ運営経費に占める謝金額の割合を抑えるには？

久保田 智 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/125/Default.aspx?QuestionID=513&AFMID=546

19 クラブに複式簿記は必要ですか？

大塚 喜雄

20 効果的な会費設定やキャンペーン(割引)について教えてください。

安達 勝間 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/125/Default.aspx?QuestionID=548&AFMID=546

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/125/Default.aspx?QuestionID=514&AFMID=546

８ 競技力向上とクラブ
1 「競技力向上」と「楽しみ」を両立させるには？
2 地域や学校でのクラブづくりは競技者育成につながりますか？

礒 繁雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/107.html
蒲生 晴明 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/47.html

3 子どもの運動神経はどう発達しますか？

星 香里 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/3.html

4 クラブ化によるメリットとは？

金 哲彦 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/85.html

5 クラブ方式でのチームの強化と運営は？

米田 一典 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/131.html

6 景気に左右されず地域でトップチームを支える事例は？

－

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/250.html

7 地域でプロと生涯スポーツをつなぐクラブ事例は？

－

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/251.html

8 総合型クラブと企業の有効な関係づくりとは？
9 部活動の競技力向上をクラブの協力で実現している事例は？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/252.html
－

http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/253.html

10 中高年でも競技力向上をめざせるスポーツとクラブ事例は？

小林 貞雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/254.html

11 競技性と楽しみをうまく両立したクラブの事例はありますか？

稲場 枝里子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/288.html

12 競技団体と協働でアスリートを育成するクラブの事例は？

鎌田 博子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/289.html

13 トップチーム・アスリートがいない地域で、競技力向上に取り組む事例は？ 平尾 好孝

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/127/Default.aspx?QuestionID=500&AFMID=550

14 トップアスリートとクラブが連携するメリットは？

太田 敬介

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/127/Default.aspx?QuestionID=501&AFMID=550

15 競技力向上のプログラムを作成する時、気を付けるべき点は？

藤川 佳久

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/127/Default.aspx?QuestionID=502&AFMID=550

薗田 稔

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/127/Default.aspx?QuestionID=503&AFMID=550

－

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/127/Default.aspx?QuestionID=504&AFMID=550

16 競技力向上と普及の両面を実現しているクラブの事例は？
17 国民体育大会（国体）に参加する条件は？
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９ プログラムとイベント
1 会員にとって魅力的なプログラムとは？

星 香里 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/58.html

2 クラブの目的・理念に沿った、プログラムとは？

福澤 文雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/108.html

3 多種目や多様なプログラム開発が難しいです。

福澤 文雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/55.html

4 障害者や高齢者も参加できるプログラムは？

福澤 文雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/54.html

5 新規会員が気兼ねなくクラブに溶け込むには？

長積 仁 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/53.html

6 会員同士や世代間交流を活発にし、良い人間関係を保つには？

長積 仁 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/52.html

7 会員間で派閥など仲間割れが発生しているようです。

長積 仁 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/51.html

8 会員を募集したら、子どもだけしか集まりません。

長積 仁 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/50.html

9 他地域のクラブとの交流をしたいのですが。

長積 仁 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/48.html

10 イベントの役割や種類、そのマネジメントは？

星 香里 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/46.html

11 イベントや大会のリスクと準備は？

福澤 文雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/45.html

12 イベントのスポンサーの集め方は？

福澤 文雄 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/109.html

13 親子が参加しやすいプログラムとは？

木間 奈津子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/132.html

14 地域の特徴を生かしたプログラムやイベントとは？

木間 奈津子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/133.html

15 20～30代の若者がひきつけられるプログラムは？

高橋 絵理 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/176.html

16 育児に忙しい母親がリフレッシュできるプログラムや条件は？

工藤 保子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/177.html

17 障がいを持つ人を対象にしたプログラムの留意点は？

大浜 あつ子 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/178.html

18 託児を導入する際に気をつけることは？

高村 真司 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/179.html

19 働き盛りの男性が足を運ぶようになる魅力的なプログラムは？

山中 裕文 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/192.html

20 同じ人ばかりの参加やプログラムのマンネリ化を防ぐには？

林 隆弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/193.html

21 運動嫌いの子どもが楽しくできるプログラムは？

松尾 哲矢 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/213.html

22 引きこもりがちな高齢者にクラブに参加してもらうには？

浅沼 道成 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/214.html

23 初心者が楽しくできる指導のポイントは？

植田 尚史 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/232.html

24 総合型クラブならではの事業や企画の極意は？

榎 敏弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/269.html

25 クラブで国際交流をしたいのですが、どのようにすればいいですか？

小出 利一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/290.html

26 クラブで行う青少年の国際交流の事例と成果を教えてください。

小出 利一 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/291.html

27 目的が変化しても継続してもらうにはどうしたらいいですか？

板垣 晶行 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/292.html

28 クラブの創設時には、プログラムをどのように決めればいいですか？

城野 和則 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/293.html

29 プレ事業を行うにあたって失敗しないポイントを教えてください。

加藤 裕之 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/294.html

30 高齢者の心を捉え、長く続くプログラムの事例は？

中村 千晶 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/295.html

31 子ども向けの自主学習教室があるクラブの事例は？

相田 恵美 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/296.html

32 被災地で教室やイベントを行う際に注意すべきことは？

海老根 慧

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/127/Default.aspx?QuestionID=520&AFMID=550

33 「時間がない」という人を参加させるプログラムや方法は？

松澤 淳子

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/127/Default.aspx?QuestionID=521&AFMID=550

大項目 No

10

中項目（質問内容）

執筆者

ページURL

事務局の仕事
1 クラブの具体的な出納や会計の方法は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/59.html

2 効率的、効果的に運営していく会議の仕方は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/57.html

3 会員管理が煩雑です。入金や更新を含めて良い方法は？

林 恒宏 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/110.html

4 事務局の役割と事務局内の分担は？

加藤 裕之 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/180.html

5 クラブハウスがまだなく、入会受付などはどうすればいいですか？

野々村 ふみ http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/184.html

6 クラブ関係者への簡単な連絡方法はありませんか？

野々村 ふみ http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/185.html

7 総合型クラブの活動に合った保険はありますか？

谷塚 哲 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/215.html

8 常勤クラブマネジャーの日々の仕事内容と処遇は？

榎 敏弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/233.html

9 自由な発想で意見が活発にでる会議の仕方とは？

遠藤 晃弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/255.html

10 バラバラな意見をまとめて意思決定できる会議の方法とは？

遠藤 晃弘 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/263.html

11 会員管理システムの導入と効果は？
12 携帯電話を活用した広報・連絡・調査の方法例は？
13 会員に無料配信できる簡単な方法とは？

菊地 正 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/264.html
中島 浩幸 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/270.html
南 由佳 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/271.html

14 理念形成プロセスに役立つパワーポイント表現とは？

高田 一良 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/272.html

15 選手兼スタッフを可能にする事業環境と契約書とは？

細越 健太郎 http://www.japan-sports.or.jp/local/sc/detail/273.html

16 自前の倉庫がなく、スポーツ用具の置き場や管理に困っています。

加藤 裕之

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=505&AFMID=552

17 スタッフを雇ったら、必ず加入しなければならない保険は？

川村 佳宏

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=506&AFMID=552

18 スタッフを雇ったら、健康保険と厚生年金保険はどうしたらいいですか？

川村 佳宏

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=507&AFMID=552

19 会員の長期休会時に、年会費をどう取り扱ったらいいですか？
20 クラブ運営で最低限必要な規程にどのようなものがありますか？
21 事務局と理事会が良い関係を築くには？
22 NPO法人になったら、しなければならないことは何ですか？
23 クラブマネジャーの仕事で生計は立てられますか？
24 クラブの活動で備えておくべき医薬品等は？
25 もしもの時の救急蘇生法やAEDについて教えてください。

内田 満

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=509&AFMID=552

中阪 雅則

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=515&AFMID=552

榎 敏弘

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=516&AFMID=552

小田 新紀 http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=523&AFMID=552
紙本 諭

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=524&AFMID=552

板垣 晶行

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=525&AFMID=552

－

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/128/Default.aspx?QuestionID=526&AFMID=552

