第18号（平成31年2月発行）

文部科学省「生涯スポーツ優良団体表彰」

国

屋島UROスポーツクラブ
多くの地域住民がボランティア運営に関わり、10年以上
浦生地区のスポーツ振興に尽力されたことが評価されました。

香川県「教育文化功労者表彰」

県

むれスポーツクラブ
クラブ設立から10年以上にわたり、牟礼地区のスポーツ振興
および地域の健康づくりに寄与してきたことが評価されました。

平成31年1月19日
（土）
鳴門市スポーツ推進委員が、
視察に来られました。
徳島県鳴門市
『NARUTO総合型スポーツクラブ』
の運営に
関わる鳴門市スポーツ推進委員8名と、鳴門市役所職員1名
が、むれスポーツクラブを訪問しました。総会資料や情報紙
に基づき、年間収支や施設の確保、行政との関わり等につい
て、情報交換を行い、隣県のクラブ同士、交流を深めました。

香川県障がい者スポーツ協会よりご案内
卓球バレー指導者養成講習会
平成31年3月9日（土）10：00 〜 15：00
（9：30〜受付）

日

時

場

所

かがわ総合リハビリテーション福祉センター
2階第1・2会議室

講

師

堀川裕二 氏
（日本卓球バレー連盟副会長・普及委員長）

参 加 費

無料

定

30名

員

申し込み

障がいの有無に関わらず、誰もが座位の
まま一緒に楽しめるユニバーサルスポーツ。
ラリーがはじまると笑顔が溢れます。

（一社）DISPORTキラキラ
うたづでは、不定期で
「アダプテッドスポーツ教室」
を開催しています。

087-867-7687
（香川県障がい者スポーツ協会事務局）

「総合型地域スポーツクラブ通信」
に関する問い合わせは…

香川県広域スポーツセンター
〒760-8582

香川県高松市天神前6-1

TEL：（087）832-3762

香川県教育委員会事務局保健体育課内

FAX：（087）806-0235

ＲＥＰＯＲＴ
11月
10日（土）
〜11日
（日）

平成30年度香川県総合型クラブ関連事業
（平成30年11月〜 12月末）

四国ブロッククラブネットワークアクション２０１８
＠高知県立人権啓発センター

みんなで考えるこれからの地域スポーツ

西日本豪雨災害支援金の報告
〜愛媛県総合型クラブ連絡協議会より〜

四国4県のクラブ関係者約50名が、高知県に集まり、2日間にわたって
交流を深めました。
1日目の障害者スポーツをテーマとしたシンポジウムでは、観音寺市の
社会福祉法人ラーフ理事長である毛利公一氏が登壇。自身とスポーツの
関わりについてお話しいただき、
「自分は障害者ではなく、壁に挑む
『障
壁者』
である」
との言葉には、多くの参加者が感銘を受けました。
2日目は、立命館大学の長積仁教授より、
「これからの地域スポーツ」
を
テーマに講演いただきました。これからは総合型クラブとはこういうも
のである」
という常識を打ち破り、総合型クラブを超えていくことが求め
られる、と多数の事例を交え、熱くお話しいただきました。

「H30年10月末時点で、四国3県の連絡協議
会より、105,000円の支援金をいただいている。
特に南予地域で甚大な被害が出たため、現地ク
ラブの支援等に活用していきたい」との報告が
ありました。

四国４県交流プログラム
〜高知城歴史探訪ノルディックウォーク〜
昨年度は雨天のため屋内で実施した当プログ
ラム。本年度は天候に恵まれ、秋晴れの中、楽し
く高知城を散策しました。

URL：https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid508.html

11月
24日（土）

平成３０年度かがわ生涯スポーツフォーラム
＠観音寺市民会館(ハイスタッフホール)

災害支援から見るスポーツ
のチカラ
本フォーラムがはじまって15回目となったH30
年度は、観音寺市を舞台に
「防災とスポーツ」
をテ
ーマに開催しました。約100名が集まり、熱心に
講師の話に耳を傾けました。

時間

プログラム

特別講演
13：10 〜 「〜『やらなければ』が『やってみたい！』に変わる〜
14：00
楽しいアウトドア防災術」
講師：あんどうりす 氏（アウトドア流防災ガイド）
分科会
①熊本地震から 2 年…被災地における子どもとスポーツ
講師：齋藤久允 氏（ひかわスポーツクラブクラブマネジャー）
14：00 〜
16：00

②正しいことより楽しいことを。親子で夢中になる防災教育
講師：永田宏和 氏（ＮＰＯ法人プラス・アーツ理事長）
③動いて学ぼう！エコノミークラス症候群予防体操
講師：片山昭彦 氏（四国学院大学教授）

特別講演では、参加者も
一緒に体を動かしながら
学びました。

④ Yes,No…自分ならどう動く？「クロスロード」体験
講師：高橋真里 氏（香川県防災士会事務局長）

12月
1日（土）
〜2日（日）

平成３０年度
香川県クラブマネジャー養成講習会

総合型クラブの基礎から
運営まで！
本年度は、県内外から6名が受講、
2名が公認アシスタントマネジャー専
門資格を取得しました。
「地域スポーツについて、基礎から
学ぶ事ができた」
「国の動きやスポーツ
振興くじ助成事業についても情報提供
をいただき、勉強になった」
と大変好
評をいただきました。

科目名（時間数）
地域スポーツクラブとは（1.5h）

講

師

長積仁（立命館大学教授）

地域スポーツクラブの現状（1.5h） 同上
クラブマネジャーの役割（3.0h）

松永敬子（龍谷大学教授）

クラブのつくり方（3.0h）

松田雅彦（大阪教育大学付属高等学校平野校舎教諭）

実践事例①（2.0h）

山家春香（香川県クラブアドバイザー）

実践事例②（3.0h）

関口昌和（よろずや広島北ゼネラルマネージャー）

平成30年度エキスパート派遣事業 実施報告（平成30年5月〜平成30年12月）
現在、５クラブが７事業に活用しています。
（平成３１年１月以降も活用予定です）

実施月
5月

6月

「スーパーバドミントン
〜香川の国体選手と交流しよう！〜」
屋島ＵＲＯスポーツクラブ

公認バドミントン指導員
香川県国体男子チーム監督

県内総合型クラブ

①

④

決定連絡をする

10 月

初めての「スロートレーニング」
屋島ＵＲＯスポーツクラブ

11 月

ふれあいスポーツ「スポーツ吹矢体験」 （一社）日本スポーツ吹矢協会公認指導員
香南ししまるスポーツクラブ

広域スポーツセンター
指導者に、
承諾書等を送付
（報告書確認後、謝金支払）

②

③

承諾書等を返送

指導者
㈱ルーセント
日本スポーツ協会公認スポーツ指導員

エキスパート派遣事業の申請手順について

指導者を決定し、
申請書を提出
（事業後、報告書を提出）

事業・クラブ名
ソフトテニス普及事業
（指導者研修会及び中学生実技研修会）
ＮＰＯ法人カマタマーレスポーツクラブ

KICKBOXINGﬁtness プログラム
（一社）ウェルネスファム
12 月

指 導 者

日本スポーツ協会公認
スポーツプログラマー

インターナショナル修斗コミッション認定
プロモーターライセンス

クリスマス卓球大会及び普及事業
東四国国体優勝、実業団にて活躍
ＮＰＯ法人カマタマーレスポーツクラブ 「あい・クラブ」代表
中学生テニス教室
香南ししまるスポーツクラブ

日本スポーツ協会公認
テニスコーチ

平成30年度
香川県総合型クラブ連絡協議会役員会

県外視察受け入れ
＠広島県・福山市体育協会

平成31年1月6日
（日）
香川大学教育学部キャンパスにて

平成30年12月1日
（土）
、香南ししまるスポーツクラブ・辻正
彦氏 進行のもと、
（一社）
ウェルネスファムの平井郁子氏
（アシ
スタントクラブマネジャー）
が、クラブの現状や課題について事
例発表を行いました。

総合型クラブ登録制度の進捗状況等について情報共有を行ったほか、
連絡協議会への入会・退会手続きの方法等について、協議を行いました。

平成 31 年 7 月 27 日（土）
「ヒューマンエラー防止研修会」
※日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格更
新のための義務研修になります。詳細について決
まり次第、県スポーツ協会HP等でご案内します。

予定時刻を超えるほど多数の質問をいただき、
互いに実りある時間となりました。

平成30年度スポーツ庁「総合型地域スポーツクラブ実態調査報告」ほか

項目

H29

クラブ総数

H30

3,580

3599（＋ 19）

設立準備中クラブ

174

154（− 20）

法人格取得クラブ

842

882（＋ 40）

指定管理者クラブ

210

219（＋ 9）

休止クラブ
廃止・統合クラブ

68

86（＋ 18）

302

327（＋ 25）

◆法人格取得クラブおよび指定管理受託クラブが増加
し、活動基盤の強化が見られる一方、休止および廃止・
統合クラブも増加傾向にある。

平成30年度日本スポーツ少年団登録状況
H29
団数
香川県

501

501（± 0）

団員数

9,665

9,330（− 335）

指導者数

2,627

2,586（− 41）

32,170

31,863（− 307）

団数
全国

H30

団員数

694,173 674,494（− 19,679）

指導者数

192,966

189,809（− 3,157）

※「Sports Japan vol.41」
および日本スポーツ少年団HPをもとに作成。

【全国小・中学校在学者数】
H29年度：978万2，
000名
↓ 10万3，000名（1.1％）減少
H30年度：967万9，
000名
（文部科学省「H30年度学校基本調査」
http://www.mext.go.jp/b̲menu/toukei/
chousa01/kihon/kekka/k̲detail/
1407849.htm）
総合型クラブ施策がはじまってから20年、日本スポー
ツ少年団は創設から50年を超え、過渡期を迎えています。
これからの地域スポーツはどうあるべきか、両者が垣根を
超え、顔を合わせて話し合うことが大切なのではないでし
ょうか。

香川県内の総合型クラブ育成状況等
項目
クラブ数

30 クラブ
※県内クラブの 40％が高松市に集中

設立準備中クラブ

2 クラブ

クラブ育成率

88.2％（15 ／ 17 市町）

法人格取得クラブ

9 ／ 30 クラブ
※ＮＰＯ法人：6、一般社団法人：3

指定管理者クラブ

0 ／ 30 クラブ

toto 助成事業受託クラブ 0 ／ 30 クラブ

（平成31年2月20日現在）

◆県内クラブの66.7％が、
設立から10年を超える。
（20クラブ／ 30クラブ）
→活動のマンネリ化や会議出席率の低下、
キーマンのモチベーションの持続、後継者
不足等が、どのクラブでも課題。
→クラブの運営体制の振り返り・再構築と
ともに、理念の再確認も重要。

個々のクラブの取り組み・頑張りを共有し、新たなアクションに繋げられるよう、
クラブ間ネットワークの在り方もデザインしていく必要があると考えられます。

平成33（2021）年度より、
toto助成事業
「総合型地域スポーツクラブ活動助成」が
一部見直されます！
H30年10月17日、スポーツ庁より都道府県スポーツ主管課に
「スポーツ振興くじ助成金
「総合型地域スポーツクラブ活動助成の』
見
直しについて」
通知がありました。設立準備団体および任意団体の総合型クラブが活用できる事業について、H33年度から大きく変
更になります。

「総合型地域スポーツクラブの今後の在り方に関する提言」
（平成28年11月11日）

５．総合型クラブへの支援体制の再構築等
（3）
スポーツ振興くじ助成等による支援のあり方
〇従来の個別の総合型クラブに対する支援については、地域が主体となって総
合型クラブを育成すべきという観点から、法人格の有無を問わず、市町村行
政を通じた申請に一元化していくことが重要であると考えられる。
URL：http://www.mext.go.jp/sports/b̲menu/shingi/007̲index/gaiyou/1379405.htm

変更内容
創設事業
助成対象者
（申請団体）

①市町村
②総合型クラブ
設立準備団体

H31（2019）

創設支援事業

自立支援事業

クラブマネージャー
設置支援事業

①市町村
②日本スポーツ協会
③日本レクリエーション協会

移行期間

H32（2020）
H33（2021）

活動基板
強化事業
法人化を有する
総合型クラブ

従来
通り

市町村に一元化

市町行政担当者は、
自分の市町にあるクラブの活動状況等を知っておくことが重要になります！

平成30年度助成金配分額
■ 大規模スポーツ施設整備助成
■ 地域スポーツ施設整備助成
■ 総合型地域スポーツクラブ活動助成
■ 地方公共団体スポーツ活動助成
■ 将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成
■ スポーツ団体スポーツ活動助成
■ 国際競技大会開催助成
■ 東日本大震災復旧・復興支援助成
■ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会等開催助成
■ 優秀な選手・指導者への個人助成に充当

H30年度の助成について
は、1,982件 に 約229億
5980万円の配分がされま
した。
うち
「総合型地域スポーツ
クラブ活動助成」
について
は、436件に 約7億9300万
円
（配分額の約3.5％の額）
が配分されています。

