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平成 30 年度スポーツ少年団認定育成員研修会開催要項 

 
１. 目的  

スポーツ少年団の育成・指導にあたる指導者の資質の向上をはかるため、「日本スポー
ツ少年団指導者制度」に基づき、スポーツ少年団認定育成員資格の更新者に対して、認定
期間 4 年間のうちに参加を義務づけている研修会を開催する。 

 
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 
 
３. 後援 

スポーツ庁 
 
４. 期日・会場・定員 

全国 8 会場で実施する。 
＜北海道＞ 期日： 10 月 13 日（土） 定員 50 名 
 会場： 北海道立総合体育センター (北海きたえーる) 
 
＜宮城県＞ 期日： 11 月 17 日（土） 定員 60 名 
 会場： TKP 仙台カンファレンスセンター 
 
＜東京都①＞ 期日： 10 月 14 日（日） 定員 120 名 
 会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター 
 
＜東京都②＞ 期日： 11 月３日（土） 定員 120 名 
 会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター 
 
＜石川県＞ 期日： 11 月 10 日(土) 定員 60 名 
 会場： いしかわ総合スポーツセンター 
 
＜大阪府＞ 期日： 11 月３日（土） 定員 80 名 
 会場： ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター 
 
＜香川県＞ 期日： 10 月 20 日（土） 定員 50 名 
 会場： 高松センタービル 
 
＜福岡県＞ 期日： 11 月 23 日（金・祝） 定員 60 名 
 会場： TKP 博多駅前シティセンター 

 
５. 参加者 
（１） スポーツ少年団認定育成員で、次の条件を満たし、都道府県スポーツ少年団本部長

の推薦する者。 
【参加条件】 

資格有効期限が、2019（平成 31）年３月 31 日及び 2019（平成 31）年９月 30 日ま
での者で、継続して日本スポーツ少年団に指導者登録しており、現在認定育成員として
活動している者。 
なお、上記の該当者以外に下記の該当者についても特例として参加可能とする。 
資格有効期限が、2018（平成 30）年３月 31 日及び 2018（平成 30）年９月 30 日ま

での者で、何らかの事情により 2017（平成 29）年度の研修会に参加できなかった者。 
〈注:本項該当者については本年度研修会に不参加の場合、資格喪失となる。〉 

 
（２） 上記（１）以外の公認スポーツ指導者資格を保有する者の内、スポーツ少年団に指

導者登録をしている者。 
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６. 研修内容（内容は変更の可能性あり） 
（１） 情報提供「日本スポーツ少年団の動向について」 
（２） 講義 

① 思春期女子団員の健康管理について 
② 幼児期からのアクティブ・チャイルド・プログラムについて 

 
（３） 研究協議（情報交換:テーマ別分科会） 

A： 地域に開かれたスポーツ少年団活動 
B： 育成母集団への働きかけとその活動事例 
C： 子どものこころとからだを育む指導法 

（４） 日程表 
時間 内容 

9:30～10:00 受付 
10:00～10:30 開会式・オリエンテーション 
10:30～11:00 情報提供 
11:00～12:00 講義① 
12:00～13:00 休憩 
13:00～14:30 講義② 
14:30～16:30 研究協議 
16:30～17:00 全体会・閉会式 

※ 北海道会場は、8 時 30 分受付開始、9 時から開会式、16 時終了予定となります。 
 
７. 参加料 

都道府県スポーツ少年団は参加料１人 2,160 円×人数分を取りまとめ、９月 28 日（金）
までに日本体育協会へ納入のこと。なお、参加料納入後に欠席の場合、参加料の返金は行
わない。  

 
＜振込先＞  三菱 UFJ 銀行  渋谷支店  普通預金  ３０８５４０７ 

口座名：公益財団法人 日本スポーツ協会 
※参加者は都道府県スポーツ少年団の指示に従い、参加料を納めること。 

 
８. 参加申し込み 
（１） 都道府県スポーツ少年団においては、日本スポーツ少年団の定める研修会申込書（様

式１･２）を用いて、８月 10 日（金）までに申し込むこと。 
（２） 各会場の申込者が定員を越えた場合、資格有効期限が迫った申込者と会場近隣在住者を

優先する。 
（３） 会場決定に関する通知は、９月末までに申込者本人および都道府県スポーツ少年団に対

し通知する。 
 
９. その他 
（１） 参加者は、開会式の 10 分前までに受付を完了すること。 
（２） 遅刻、早退は認めない。なお、前泊・後泊が必要な者は、各自手配すること。 
（３） 昼食は各自で準備すること。 
（４） この研修会は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格更新のた

めの義務研修となります。ただし、水泳、サッカー、テニス、バスケットボール、
バドミントン、剣道、空手道、バウンドテニス、エアロビック（上級コーチのみ）、
チアリーディング（コーチのみ）、スクーバ・ダイビング、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、スポーツ栄養士、クラブマネジ
ャー、プロゴルフ（教師・上級教師）、プロテニス、プロスキーの資格者について
は、別に定められた条件を満たさなければ資格を更新できません。テニスの指導者
は２ポイントの実績になります。（平成 30 年４月１日現在） 

（５） 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の改定に伴うスポーツ少年
団指導者に係る諸規程等の改定により、2019 年度以降の本研修会については、現在
検討中である。 
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会場案内 
 

＜北海道＞ 
 北海道立総合体育センター（北海きたえーる） 
 〒062-8572 北海道札幌市豊平区豊平 5 条 11-1-1  TEL：011-820-1706 

・札幌市営地下鉄東豊線「豊平公園駅」下車 地下鉄連絡通路直結 
 
 
＜宮城県＞ 
 TKP 仙台カンファレンスセンター 
 〒980-0013 仙台市青葉区花京院 1-2-3 ソララガーデンオフィス   

TEL：022-217-7126 
・JR 東北本線「仙台駅」から徒歩約 3 分 

 
 
＜東京都①、東京都②＞ 
 国立オリンピック記念青少年総合センター 
 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3－1 TEL：03-3467-7201 

・小田急線「参宮橋駅」下車 徒歩 5 分  
 
 
＜石川県＞ 
 いしかわ総合スポーツセンター 
 〒920-0355 石川県金沢市稚日野町北 222 番地 TEL：076-268-2222 

①金沢駅から安原もしくは済生会病院行き、稚日野バス停下車 
②金沢駅西口から車で約 20 分 

 
 
＜大阪府＞ 
 ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター 
 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 6-2-19 TEL：06-6302-5571 

①JR「新大阪駅」から徒歩 7 分 
②地下鉄御堂筋線「新大阪駅」または「西中島南方駅」から徒歩 5 分 
③阪急京都線「南方駅」から徒歩 5 分 

 
 
＜香川県＞ 
 高松センタービル 
 〒760-0023 高松市寿町 2-4-20 TEL087-831-0909 

・JR 高松駅から徒歩 10 分 
 
 
＜福岡県＞ 
 TKP 博多駅前シティセンター 
 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル 8 階  

TEL 092-433-2833 
・JR 博多駅博多口より徒歩 2 分 

 
 


