
香川県総合型地域スポーツクラブ育成推進・普及啓発活動について

２００９年５月３１日設立しました

県内総合型クラブ育成支援
の円滑な遂行及び、育成事
業の企画立案等を行うため
年２回育成委員会を開催し
ています。

総合クラブ定着・発展の

未育成市町教育委員
会を巡回し、クラブの
意義・役割を啓発する
とともに設立意向調査
や現地ヒアリングを
行っています。

創設支援クラブが開催
する設立準備委員会
への参加や、実際の活
動を調査して、指導・助
言を行っています。

ため、県内クラブで組織され
た協議会です。クラブ運営に
関わる情報交換・協議等を
行い、クラブ間の交流事業を
行っています。

四国新聞
２００９年１２月
掲載

主にクラブが設立
されていない未育
成市町を会場とし
て、総合型クラブ
普及啓発の
フォーラムを開催
しています。

手話コーラス

オリエンタル
エクササイズ

なぎなた演武＆
異種武道交流試合

財団法人香川県体育協会

創刊号

　香川県体育協会では、平成１６年度から文部科学省の委託である総合
型地域スポーツクラブ育成推進事業を進めてきて、丸６年が過ぎまし
た。未育成市町での啓発研修会や生涯スポーツフォーラムの開催、設立
準備中のクラブへの指導・助言といった事業を展開してきた中で、香川
県には２２の総合型地域スポーツクラブが設立しました。
　また、昨年５月には「香川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」
が設立しました。この協議会は総合型クラブの認知度を向上させるとと
もに、クラブ同士が連携を図り、クラブの円滑な運営に資する情報交換
や交流を活性化することを目的としています。



地域スポーツクラブとは
地域スポーツクラブの現状
クラブマネジャーの役割
クラブのつくり方
クラブの運営

　　　①総合型クラブの創設や運営に携わっている方、

　　　　    又は関心があり、これから携わろうとする方

　　　②平成２２年４月１日現在で、年齢が２０歳以上の方

　　　③原則として、３日間とも受講できる方

平成２２年度も実施します！総合型クラブの皆さん、
是非ご活用ください！

総合型クラブにおいて、円滑な運営をするために必要なマネジメント能力を養成しま
す。また、試験に合格すれば、日体協公認アシスタントマネジャー資格取得も可能で
す。詳しくは県教委保健体育課（広域スポーツセンター　０８７－８３２－３７６２）まで。

県内におけるその道のプロや専門家（アスリート、スポーツドクター、アスレティックトレーナー、有名指導者、先進ク
ラブマネジャー等）を創設支援クラブや設立済みクラブへ派遣し、実技指導や健康体力診断・相談クラブ設立・運営
指導を行う事業です。

科目及び講習時間

日程：平成22年11月21日・12月5日・12月19日
会場：香川県立丸亀競技場　会議室
参加費用：3,150円（テキスト代）

計

科目名
計

3h

3h

9h

15h

時間数

８月頃、かがわスポーツ情報ネット
(http://www.pref.kagawa.jp/sportsnet/)でご確認ください。

楽しいフラダンス スーパー・バドミントン

キンボール体験会 ファイブアローズバスケットボールクリニックin香南

　アローズブースター
（ファン）である一般の
方が準備運動から盛
り上がりを見せていま
した。また、初心者の
小学生たちも楽しそう
にボールに触れてい
ました。練習ではテニ
スボールを使ったり、

　参加児童はほとんど
が男子で女子は２名
だけのためグループ
分けにスポーツクラブ
より大人2名が参加し
てゲームをしました。
また、ボールの扱い方
やルールに戸惑いな
がらも充実した時間が

　香川の男子バドミント
ン国体チームの監督と
選手、チームタダノの
バドミントン選手、計７
名による指導が行なわ
れた。中学生・社会人、
小学生経験者、小学生
初心者の３コートに分
かれ、実技体験と技術

　みんなでレイを作り、衣
装もそろえて、子どもから
お年寄りまで誰もが楽し
く踊れるフラダンスを踊っ
た。｢きよしのズンドコ節｣
「ハメハメ大王」など簡単
な動きを覚えてみんなで
楽しく踊った。踊った後に
はみんなでお茶を飲みな
がら、おしゃべりタイムを
楽しみました。

指導が行なわれた。特に基本となるステップの意味をしっか
り説明し、実際に反復練習も行なった。
　また、国体選手とのラリーでは、子どもたちは、なんとか拾
えるぎりぎりのリターンに歓喜の声を上げる場面が多々あっ
た。国体選手たちも様々なレベルの子どもを相手に指導力
を高めているように感じた。

もてたと思います。準備中にボールが割れるというハプニ
ングもありましたが、巨大なボールに児童たちは大きな歓
声をあげながら楽しそうに取り組んでいました。
  終了後の児童の感想はみな一様に楽しかった。また来
年もしたい。今まで体育は苦手だったけれど好きになっ
た。等うれしい感想が寄せられました。

デモンストレーションを選手どうしのかけ合い漫才のように
やったり、と参加者が飽きないように工夫していました。
　最後には、恒例のファイブアローズVS参加者のミニゲー
ムも行い、参加者は大満足でした。香南中女子バスケ部
へと繋がりそうな香南小高学年の児童が参加したりと、収
穫は大でした。

平成２２年度の予定です！
スキルアップを図りたい方は是非、受講して下さい。

受
講
条
件

平成２２年度の予定です！
スキルアップを図りたい方は是非、受講して下さい。

受
講
条
件

で調整中



成人の週1回以上のスポーツ実施率の推移

　

香川県内の総合型地域スポーツクラブ育成状況

　県体協では、未育成市町を重点的に、総合型クラブの啓発
活動を行なってきました。しかしながら、地域にはそれぞれ
土地柄に応じたスポーツ活動を行なうグループやサークルが
既に存在しており、住民の皆さんに理解を得ることは困難を
極めています。
　わが町のスポーツ活動「これで十分」と感じていても周り
の人たちはどうでしょうか？いま一度考えてみて下さい。子
どもたちの体力低下や中高年齢者の健康問題、地域コミュニ
ティの崩壊など、問題は山積みになるばかり…。今のシステ
ムで本当によいのでしょうか。「総合型地域スポーツクラ
ブ」はつくれらければならないからつくるものではありませ
ん。まずは地域の問題について「考える」ことが“はじめの
一歩”です。

　香川県の総合型地域スポーツクラブの育成状況は１７市町
中、１０市町でクラブが設立または設立準備が進んでいま
す。香川県のクラブ育成率は64.7％、全国平均が64.9％です
ので、ほぼ同じと言えるでしょう。

「国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、
技術、興味・目的に応じて、いつでも、ど
こでも、いつまでもスポーツに親しむこと
ができる生涯スポーツ社会を実現する」と
２００１年策定の「スポーツ振興基本計
画」（２００８年改正）にあります。その
施策の一つが総合型クラブの全国展開であ
り、十年間で全国の各市区町村に少なくと
も１クラブは育成との目標が掲げられまし
た。
　それに先立つ１９９５年に文部省(現文部
科学省）による総合型クラブの育成モデル
がスタートし、２００２年からはスポーツ
振興くじによる助成も加わりクラブ育成へ
の全国的な取り組みが本格化されました。

全国の総合型地域スポーツクラブ育成状況推移（Ｈ１４～２１）

　Ｈ21年９月、町内８公民館区の公民館主事と
図書館事務担当者、体育館施設管理者を対象に
総合型クラブについて説明。

　Ｈ21年１１月、
体育指導委員、
町体協役員、スポ少
役員を対象に総合型
クラブ啓発研修会を
開催。

　Ｈ21年１２月、かがわ生涯スポーツフォーラム
を開催。体育指導委員会が中心となって、総合型
クラブ設置検討委員会が行われている。

　Ｈ21年１月、
かがわ生涯
スポーツフォー
ラムを開催。

　Ｈ2２年１月、体育指導委員、
町体協・サークル関係者、スポ
少役員を対象に総合型クラブ啓
発研修会を開催。

　Ｈ21年１０月、市内のウオーキング
愛好者団体を中心として、総合型クラブ
創設に向けての準備会が行なわれた。

Ｈ２２年３月設立予定！



スポーツ安全保険
総合型地域スポーツクラブ向け補償プランのご案内

○クラブ管理下の団体活動及び施設と自宅との往復中の事故を補償します。

○入院、通院について、1日目から補償します。

○会員個人の賠償責任も補償します。

　　加入者ごとに加入区分をご選択いただき、合計人数が5名以上でご加入ください。

  　 スポーツ安全保険には傷害保険、賠償責任保険、共済見舞金制度の3つの制度がセットされています。

対象となる事故の範囲

クラブづくりアイテム 必要な方は県体協までお問い合わせ下さいJ

●総合型クラブ創設ガイド ●「さて、質問です」

●総合型クラブ創設ガイド ●「最近気になっていることありますか？」

●総合型地域スポーツクラブのある町 165分

　このDVDは、全国で活躍している9つの総合型地域
スポーツクラブを紹介しています。目的や設立過程に
様々な違いがありますが、どのクラブも自分たちの住ん
でいる地域に誇りを持ち、スポーツ環境を良くしていこ
うと、スポーツや文化を通じた地域の活性化を目指して
います。
また、総論として「総合型地域スポーツクラブの特徴」と
「総合型クラブ入門講座」も収録しました。
地域の会合や総合型クラブの研修等、様々な場面で
ご活用下さい。
（メニュー画面から11の映像が選択出来ます）

　いつでも持ち歩けるように小
冊子にし、「総合型クラブ創設
ガイド」の内容をコンパクトにま
とめました。
　A5判　全32ページ　カラー

　体を動かすことの必
要性を簡潔にまとめ、
その解決策として、総
合型地域スポーツクラ
ブへの参画を促す内容
となっています。

　総合型地域スポーツクラブの
意義や背景、設立チェックシー
ト、全国のクラブの創設事例が
掲載されています。これから総
合型クラブづくりに携わる方や
その設立を支援する関係者の
方々に役立つ内容です。
　A4判　全112ページ　カラー

　体を動かすことの必
要性とともにスポーツを
通じた地域づくりに向け
た意欲を喚起する内容
となっています。

平成２２年４月１日午前０時より平成２３年３月３１日午後１２時まで。ただし、
４月１日以降のお申込みの場合は、加入手続き日の翌日の午前０時から有効
となります。

往復中の事故 クラブの指定する集合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路往復中の事故

ハンドブック

スポーツ安全保険の概要

団体中の事故 ご加入いただいた総合型クラブの管理下における団体活動中に発生した事故
（クラブが活動場所として提供する運動施設やクラブハウスなどを会員が利用している間の事故も補償の対象となります。）

財団法人
香川県体育協会
'（０８７）８３３－１５８０

7 （０８７）８３３－１５８３
http://www.kagawa-sports.net/

① 特 徴

② 加入区分・掛金・補償額

③ 補償内容

急激で偶然な外来の事故により被った傷害に
よる死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償

④ 保険責任期間（補償期間）

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことに
より、法律上の損害賠償を負うことによって被っ
た損害を補償

突然死（急性心不全、脳内出血などによる死亡）
に対し見舞金を給付

傷 害 保 険 賠 償 責 任 保 険 共 済 見 舞 金

詳しいお問い合わせは
(０８７－８３３－１５８３
 香川県体育協会内

香川県支部まで


