第19号（令和元年11月発行）

2019年3月24日（金）

「高松市総合型地域スポーツクラブ
連絡協議会」が発足しました！
松下隆氏
（
（一社）
スポルトフェライン高松代表理事）
、松山哲也氏
（
（一
社）
ウェルネスファム代表理事）
の2名が発起人となり、高松市内の総合型
クラブのネットワーク強化を目的に発足しました。現在、12クラブ中5ク
ラブが加盟しています。
高松市のスポーツ環境の活性化をめざし、高松市スポーツ協会とも連
携を図っています。
「総 合 型 地 域 ス
ポーツクラブ特別
委員会」
として、
毎
月 第3水 曜 日に 会
議を開いています。
写真左：松下氏
（先述）
写真右：松山氏
（先述）

会議の様子

■ R元年11月以降のクラブ関連事業について
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11月9日（土）
11月10日（日）

四国ブロック

11月30日（土）
12月1日（日）

R元年度

2020年
2月22日（土）

R元年度
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クラブネットワークアクション2019

香川県クラブマネジャー養成講座

かがわ生涯スポーツフォーラム

四国4県の総合型クラブが集まる、新たな人脈づくりと情報収集の場です。本
年度は、
「スポーツを通じた地域コミュニティの創造」をテーマに事例発表や
グループワークを行うほか、登録・認証制度の情報共有も行われます。
（参加費：3,000円 ／名）

高知サンライズホテル

香川県青年センター

総合型クラブ関係者やスポーツ推進委員、スポーツ少年団関係者など、毎年
100名以上の参加があります。本年度は、
「高松スポーツ健康・感謝祭2020」
と同日、同会場で開催します。
（参加費：無料）

高松市総合体育館

香川県広域スポーツセンター
香川県高松市天神前6-1

TEL：（087）
832-3762

高知県

2日間の全日程を受講し、試験に合格すれば「公認アシスタントマネジャー」
の専門資格を取得できます。県内外クラブの事例発表や全国の最新情報など
を直接聞くことができる貴重な機会です。
（テキスト代：2,100円）

「総合型地域スポーツクラブ通信」に関する問い合わせは…

〒760-8582

ভ岜ৃ

香川県教育委員会事務局保健体育課内

FAX：（087）
806-0235
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R元年度 香川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

総会・研修会

R元年7月27日
（土）11：00 〜 12：00 ／ 13：00 〜 17：30
＠香川大学教育学部 811会議室

総会

ヒューマンエラー 防止研修会

（11：00 〜 12：00）
■H30年度事業報告・決算報告について、承認されました。
■R元年度事業計画・予算およびR元年度〜 R2年度役員選
出について、現役員に一任することで承認されました。
■新たに、2クラブが加盟しました。
（NPO法人西高松スポーツクラブ、一般社団法人ウェル
ネスファム）
登録・認証制度について、
総会にて情報共有を行い、
８月９日（金）に日本スポー
ツ協会宛てに意見聴取用紙
を提出しました。

（13：00 〜 17：30）
主催：SC全国ネットワーク
主管：香川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
支援：
（公財）
スポーツ安全協会
協力：三井住友海上火災保険㈱

【タイムテーブル】
13:00~14:00

講話①
「ヒューマンエラーとは」

14:00~14:10

休憩

14:10~15:15

講話②
「アンガーマネジメント」
について

15:15~15:25

休憩

15:25~17:30

6グループに分かれてグループワーク

■ 本研修会は、SC全国ネットワークが（公財）スポーツ安全
協会の助成を受けて、H27年度〜 R元年度の5年間にわたり、
47都道府県で実施する事業です。
■事業最終年度となる本年度は、宮城県・福島県・栃木県・山
梨県・石川県・愛知県・大阪府・香川県・宮崎県の10府県
で開催されています。
■ヒューマンエラーとは「事故やトラブルを引き起こす人間の
失敗」のことを指し、それを防止するために最も 重 要 な こ
と は 人 と 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン で あ り、人間関係で
あること。また、ヒューマンエラーを防ぐために必要な基礎
知識や組織運営の工夫、リーダーに求められる資質等につい
て、真剣に学びました。
講師：矢野宏光 氏（高知大学教授）

詳しい報告書は、県スポーツ協会HPをご覧ください！
（http://www.kagawa-sports.net）

■ R元年度 都道府県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 現状把握調査
集計結果について
◆ 加入クラブ数の推移

毎年６〜７月頃、SC全国ネットワークが都道
府県連絡協議会を対象に行っている調査です。
各協議会の事務局の所在や、会費設定、運営
の課題等について、明らかになりました。

SC全国ネットワークの取り組みについては、
日本スポーツ協会HPでご覧になれます。
https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid512.html

「総合型クラブ登録制度」
について Part2
◆ 2019年2月以降の動きについて
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今年３月、「総合型クラブ登録制度」の原案が承
認され、６月には全国３ヶ所で都道府県行政及び
体育・スポーツ協会担当者を対象とした説明会が
開催されました。
今回は、その説明会で提供された資料をもとに
要点を整理しています。クラブ関係者の皆様は、
ぜひ一読願います。
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◆ 登録基準（原案）について

②登録基準について
➡全7項目。詳細は左表参照。

個別基準

分類

①登録について
➡登録希望クラブは、都道府県連絡協議会を
通じて、SC全国ネットワークに申請する。

必ず満たすべき運用ルール
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（1）活動実態に関する基準
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（2）運営形態に関する基準
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（3）ガバナンスに関する基準
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③登録料について
➡1クラブにつき5,000円。
④その他
●市区町村行政および市区町村体育（スポー
ツ）協会との関係性については未定。
●登録証は、SC全国ネットワーク幹事長と
都道府県連絡協議会の連名で出される。
●toto助成事業との関係性については未定。
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R2(2020)年

●原案をもとに都道府県版制度の策定
●中間支援組織の検討

R3(2021)年

登録制度 運用開始

R4(2022)年

スポーツ少年団と総合型クラブの
制度上統合に向けた協議を開始
※「認証制度」については、原案策定時期が未定。

中間支援組織について

スポーツ団体ガバナンスコード
（一般スポーツ団体向け）について
Q ガバナンスコードとは？
➡ 適切な組織運営を行う上での原則・規範。
中央競技団体向け
（2019/06/10 策定）

一般スポーツ団体向け

スポーツ基本法
第5条第2項に
規定される。

（2019/08/27 策定）

2019年８月より、JSPO
がスポーツ庁からの委託
事業を受け、中間支援組
織の整備について検証し
ています。
本事業は、愛媛県と熊
本県の２県をモデルケー

①法令に基づく適切な団体（事業）運営
②基本方針を策定し公表する
③関係者のコンプライアンス意識の徹底
④公正かつ適切な会計処理
⑤組織の情報開示による透明性の確保
⑥中央競技団体向けガバナンスコードの確認

スとして 検 証し、2020
年３月頃、報告書が取り

※登録制度は、上記のガバナンスコードを踏まえた内容に

まとめられます。

なります。

※県内総合型クラブ関係者向け

新設資格「コーチングアシスタント」について
2020年度（R2年度）から、「スポーツリーダー」に代わる「コーチングアシスタント」という資格が新設されます。
双方とも共通科目Ⅰを修了することで得られる資格ですが、変更点も多く見られます。内容をご確認ください。

■ 変更点
現行：スポーツリーダー

新設：コーチングアシスタント

共通科目Ⅰのカリキュラムを修了し、試験に合格する。

取得方法

登録料

通信講座：NKH学園
「スポーツリーダー養成講座」
集合講習会：香川県
「生涯スポーツ指導者養成講座」

通信講座：e-ラーニング
※インターネット環境が必須。

受講料に含む

10,000円
初回のみ登録手数料3,000円が必要。

不要 ※永年認定資格のため、更新手続きおよび
更新料の納付は不要。

更新

4年に一度
更新研修を受けたうえで、
更新料10,000円の納付が必要。

すでに日本スポーツ協会公認資格を有している指導者は、
スポーツリーダー→コーチングアシスタントへ移行する必要はありません！


JSPO公認「アシスタントマネジャー」資格を
お持ちのクラブ関係者は、従来通り、
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4年に一度の資格更新でOK！
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■ 制度移行スケジュール
2019年
（R元年）

今ココ !!
2020年
（R2年）
〜2022年
（R4年）

取得希望者

2023年
（R5年）

取得希望者

取得希望者

共通科目Ⅰカリキュラム修了

共通科目Ⅰカリキュラム修了

共通科目Ⅰカリキュラム修了

NHK学園
「スポーツリーダー養成講座」
県
「生涯スポーツ指導者養成講座」

NHK学園
「スポーツ
リーダー養成講座」 e-ラーニング
県
「生涯スポーツ指 （実施形態は未定）
導者養成講座」

e-ラーニング

試験合格

試験合格

試験合格
コーチングアシスタント取得

スポーツリーダー取得

スポーツ
リーダー取得

コーチング
アシスタント取得

※2023年度以降、日本スポーツ協会では
スポーツリーダーの養成は行わない。

本件に関するお問い合わせは、（公財）香川県スポーツ協会までお願いいたします。
TEL ⇒ 087- 833 -1580

