第１回ジュニアスポーツフォーラム開催要項
１. 趣旨
ジュニアスポーツに関わる指導者及びスポーツ少年団リーダーの資質向上を図るととも
に、スポーツ活動に欠かすことのできない安全・安心な環境の整備に資するために、指導者・
リーダー及び法律実務家、研究者を一堂に会し、フォーラムを開催する。

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
公益財団法人スポーツ安全協会
日本スポーツ法学会

３. 主管
日本スポーツ少年団指導者協議会運営委員会

４. 後援
スポーツ庁 (予定)

５. 期日
平成 30 年６月 17 日 (日)

６. 会場
ホテルグランドパレス
東京都千代田区飯田橋１−１−１

TEL：03−3246−1111

７. 内容
(１) 特別講演
「今後の地域スポーツ体制の在り方」
演者： 友添 秀則（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授）
(２) 分科会（パネルディスカッション）
A： 地域スポーツクラブとしての活動を考える
B： 子供の運動習慣の定着に向けて
C： これからのスポーツ指導者に求められること
D： 人々をつなぐスポーツ少年団リーダー活動を考える
E： スポーツ団体における処分決定等に係る適切な手続きについて
８. 日程
別添日程による

10. 参加対象
（１） スポーツ少年団登録指導者・役職員
（２） 都道府県スポーツ少年団リーダー代表者及びリーダー育成担当指導者（各１名） ※
（３） ジュニアスポーツに従事する法律実務家及び研究者
（４） ジュニアスポーツに従事している日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格保有者
（５） その他、日本スポーツ少年団が認めた者
※（２）については、平成 30 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会〔６月 16 日（土）
開催〕参加者が引き続き参加する。

11. 申込方法
（１） スポーツ少年団登録指導者・役職員
都道府県スポーツ少年団は、参加するスポーツ少年団登録指導者・役職員をとりまとめ、
所定の参加申込書により５月 25 日（金）までに日本スポーツ少年団宛申し込むこと。
なお、申し込みの際には、併せて E-mail でも所定の様式にて送付すること。
〔送付先 E-mail アドレス：jjsa@japan-sports.or.jp〕
（２） 都道府県スポーツ少年団リーダー代表者及びリーダー育成担当指導者（各１名）
平成 30 年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会への参加申込をもって、本フォーラム
の参加申込とする。
（３） 上記以外の者は、所定の参加申込書により５月 25 日（金）までに日本スポーツ少年団
宛申し込むこと。

12. 定員
500 名
※ 会場の都合により定員に達し次第、申込みをお断りする場合があります。
参加の可否は、上記参加対象（１）及び（２）の方には所属される都道府県スポーツ
少年団から、
（３）～（５）の方は本会からご連絡いたします。

13. 参加料
2,160 円（税込）

14. その他
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）

「公益財団法人日本体育協会」は平成 30（2018）年 4 月 1 日から
「公益財団法人日本スポーツ協会」になりました。
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【A 分科会】
地域スポーツクラブとしての活動を考える
日本スポーツ少年団は、平成 21（2009）年に策定した「スポーツ少年団の将来像」にお
いて、スポーツ少年団創設当初からの理念である「一人でも多くの青少年にスポーツの歓び
を提供する」
、
「スポーツを通じて青少年のこころとからだを育てる」に、新たな理念として
「スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する」を加えた。
そしてスポーツ少年団が活動拠点を地域社会に置く、地域の青少年のための団体である
ことを再確認するとともに、幼児から高校生、そしてその保護者までも対象として、動きづ
くりを楽しむスポーツから競技スポーツまでといった、幅広い活動を包含し、その受皿とな
る「地域スポーツクラブ」として発展することを目指すべき姿として掲げている。
さらには、平成 29 年度から取組みが始まった、日本スポーツ少年団「第 10 次育成６か
年計画」－アクションプラン 2017－においても、
「スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに
貢献しよう」をサブタイトルとして、「スポーツ通して地域の人々がつながるスポーツ少年
団組織の構築」を目標に掲げている。
しかしながら現状のスポーツ少年団の中には、小学生団員を中心に小学校期に結果を出
すことを目的として活動する「単一種目、単一志向」の団が数多くある。昨今の少子社会、
学校運動部活動に関する諸課題の解決には、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブ
（以下、総合型クラブ）
、その他地域で活動するスポーツ団体等が融合し「地域スポーツク
ラブ」として地域に目を向けた活動が必要である。
公益財団法人日本スポーツ協会は、本年６月に「今後の地域スポーツ体制の在り方につい
て」の提言を公表した。提言検討の背景には、一層進展する少子社会によって、地域におい
て多様なスポーツニーズに対応できる「地域スポーツクラブ」の育成が課題とされているこ
とがある。
「地域スポーツクラブ」の育成には、既存の単一種目クラブの多世代化・多志向
化、クラブ間におけるネットワーク機能の強化や人的交流の促進が必要であり、スポーツ少
年団と総合型クラブの連携促進を含む、新たな地域スポーツの創造が求められている。
そこで本分科会では、スポーツ少年団や総合型クラブが地域スポーツの課題の解決、地域
が直面する社会的課題の解決に貢献する「地域スポーツクラブ」を目指すうえでの具体的取
組みについて検討する。

【座長】
・ 佐藤 充宏（徳島大学 教授／日本スポーツ少年団指導育成部会 部会員）

【B 分科会】
子供の運動習慣の定着に向けて
科学技術の飛躍的な発展等により生活が便利になる一方、日常生活では必ずしも多くの
運動量を必要としなくなっている。このような社会の変化は、子どもの体力を低下させてし
まった。子どもの体力低下問題、スポーツ離れが取りざたされてから、すでに 20 年余が経
過しており、このことは乳幼児を持つ保護者が低体力かつスポーツや運動を知らない世代
へと突入していることを意味している。今や親が遊びを知らないことが幼児において大き
な影響を与えており、結果的に幼児期における多様な動きの獲得や体力・運動能力の低下を
誘発し、その後の児童期、青年期における運動・スポーツを親しむ資質や能力、さらには意
欲や気力、コミュニケーション能力など、さまざまな側面に負の拍車をかけている。幼児期
における運動習慣の獲得に取り組むことは次代を担う子供の育成にとって極めて大切な方
策と考えられる。
このことから、文部科学省は 2012（平成 24）年に幼児の運動習慣の基盤づくりを通して、
幼児期に必要な多様な動きの獲得や体力・運動能力の基礎を培うとともに、様々な活動への
意欲や社会性、創造性を育むことを目指し、
「幼児期運動指針」を策定した。また、公益財
団法人日本スポーツ協会は、幼児期運動指針に基づき 2015（平成 27）年に「幼児期からア
クティブ・チャイルド・プログラム（以下、ACP）
」を作成し、その普及と指導者の養成を
目的として「ACP 普及講習会・普及促進研修会」と「ACP 講師講習会」を開催している。
公益財団法人笹川スポーツ財団の調査によると、４～６歳の子供のうち週３日以上運動
している子供は約７割である。しかしながら、スポーツ少年団をはじめ、総合型地域スポー
ツクラブ（以下、総合型クラブ）や他のスポーツ団体において、幼児を対象としたプログラ
ムを実施している事例は少ないことから、幼稚園や保育園での活動が幼児の運動機会とな
っていると考えられる。運動習慣の定着には、幼稚園や保育園、スポーツ少年団、総合型ク
ラブ等での活動だけでなく、日常的に体を動かすことが必要であり、その為の環境整備も重
要になる。
そこで本分科会では、幼児の運動習慣定着の必要性を再確認するとともに、実際に幼児を
対象としたプログラムを実施している事例から、実施において解決すべき課題や留意点に
ついて意見交換し、幼児や子供が運動をしなくなる要因等を整理するとともに、プログラム
普及とスポーツ少年団が積極的に幼児期の子どもたちに目を向けるための具体的策につい
て検討する。さらに、スポーツ少年団や総合型クラブをはじめとする地域で活動するスポー
ツ団体が、幼児の運動習慣定着にむけて、家庭や地域を巻き込んだ施策についても意見交換
する。
【座長】
・ 杉山 康司（静岡大学 教授／日本スポーツ少年団指導育成部会 部会員）

【C 分科会】
これからのスポーツ指導者に求められること
オリンピック男子柔道メダリストによる性暴力や高校バスケットボール部、陸上競技部
顧問による体罰、全日本柔道連盟女子柔道日本代表監督による暴力・暴言等、スポーツ界
における暴力行為等が社会問題化し、当時の文部科学大臣が「日本のスポーツ史上最大の
危機」というメッセージを発信した。これらの状況を受けて文部科学省は、
「スポーツ指導
者の資質能力向上のための有識者会議（タスクフォース）」を設置し、タスクフォースにお
いて「新しい時代にふさわしいスポーツの指導法」の在り方が検討された。
2016（平成 28）年３月には、タスクフォースの提言に基づき、文部科学省は日本スポー
ツ界におけるスポーツ指導者養成の基準カリキュラムとして、「コーチ養成のためのモデ
ル・コア・カリキュラム（以下、MCC）
」を策定した。公益財団法人日本スポーツ協会で
は、公認スポーツ指導者養成が MCC に準拠するように、制度及びカリキュラムの改定作
業を進めているところである。
スポーツ少年団をはじめとしたジュニアスポーツにおいても、指導者による反倫理的行
為が後を絶たない。日本スポーツ協会が 2013（平成 25）年に「スポーツ界における暴力
行為等相談窓口」を設置した後、年間約 96 件の相談のうち約４割がスポーツ少年団に係
る案件である。さらにそのうちの７割は、指導者による団員への暴言や暴力行為であり、
結果として、団員がスポーツ少年団を退団し、スポーツ少年団活動だけでなくスポーツを
続けることができなくなるにところまで至っている。
スポーツの入り口にあたるジュニアスポーツの指導者は、子供のその後のスポーツとの
関わりに大きく影響を与える立場であり、その責任はとても大きい。たとえボランティア
であっても子供を指導する立場である以上、法的・社会的責任を負うことになる。
そこで本分科会では、改めて MCC 策定の経緯やカリキュラムの内容を理解するととも
に、ジュニアスポーツに関わる指導者に求められる資質や能力について検討し、望ましい
ジュニアスポーツの指導者像を整理する。

【座長】
・ 矢野 宏光（高知大学 教授／日本スポーツ少年団指導育成部会 部会員）

【D 分科会】
人々をつなぐスポーツ少年団リーダー活動を考える
日本スポーツ少年団では、将来のスポーツ少年団指導者の育成を目的に「スポーツ少年
団リーダー制度」を策定し、単位スポーツ少年団における団員の模範、リーダー会におけ
る模範となる団員を「ジュニア・リーダー」、「シニア・リーダー」として育成している。
これまでに数多くのスポーツ少年団リーダーを育成し、単位スポーツ少年団での活動だけ
でなく、国際交流活動やスポーツ少年大会、競技別交流大会等を通したリーダー活動を行
ってきた。
しかしながらスポーツ少年団の登録団員の約 85%が小学生であり、小学６年生の団員
が中学校へ進学する際に、引き続きスポーツ少年団登録する団員は約 19%に留まる。リー
ダー活動を阻害する要因として、リーダー活動に参加する生徒が、部活動・受験勉強との
両立や諸行事との日程調整に苦慮している問題が挙げられる。また、その指導者や母集団、
保護者のリーダー活動に対する理解不足が、団員をリーダー活動から遠ざけるという問題
を引き起こしている。この問題を改善していくためには、リーダー活動の魅力に触れる機
会を増やすこと、それによって団員がリーダーとして成長する意義を関係者に理解しても
らい、それらを地域住民に知ってもらうことが重要である。
そこで日本スポーツ少年団では、2017（平成 29）年度の全国スポーツ少年団リーダー
連絡会において、
「東京 2020 応援プログラム」を活用してリーダー活動を活性化すること
を目的とした「リーダーアクション」を発表し、各ブロックで「リーダーアクション」の
具体的な取組みを検討した。
日本スポーツ少年団が 2017（平成 29）年度から取組む日本スポーツ少年団「第 10 次育
成６か年計画－アクションプラン 2017－」では、
「スポーツ通して地域の人々がつながる
スポーツ少年団組織の構築」を全体目標としており、
「リーダーアクション」はその目標に
沿って、
「東京 2020 応援プログラム」を活用したリーダー活動を通して、スポーツ少年団
登録者や関係者に限らず、身近な人々をつなぐことを目指している。
そこで本分科会では、改めて「リーダーアクション」の概要を整理するとともに、都道
府県リーダー会が実施した「リーダーアクション」の具体的な取組み事例の紹介から、各
市区町村や都道府県で実施できる取組みを検討する。

【座長】
・ 吉田 繁敬（アイ・プラス株式会社 代表取締役／日本スポーツ少年団リーダー養成
ワーキンググループ 班長）

【E 分科会】
スポーツ団体における処分決定等に係る適切な手続きについて
競技団体による不正経理や不透明な代表選考、組織内のパワーハラスメント、スポーツ
選手のドーピング等、スポーツ関連団体におけるコンプライアンス違反のニュースが後を
絶たない。
中央競技団体（以下、NF）ではスポーツ団体における不祥事が社会問題化したことをう
けて、不祥事予防のための意識啓発活動や倫理・コンプライアンスに関する規程の整備だ
けでなく、倫理・コンプライアンスに関する相談窓口を設置し、不祥事について迅速に事
実を把握し、処分等を行う仕組みができつつある。
しかしながら、NF が処分を課した事案について、処分を受けた者が公益財団法人日本
スポーツ仲裁機構（以下、JSAA）に対し仲裁の申立てをし、JSAA の仲裁パネルにより NF
による処分の決定が取り消されることが少なくない。その多くは、NF による処分の決定
に至るまでの経緯において、弁明の機会付与がなされなかったり、処分通知書に処分の前
提となった事実や処分の理由が書かれていなかったりと、手続き上の瑕疵が理由であるこ
とが多い。
スポーツ少年団にとっても無関係の事案ではない。日本スポーツ少年団では、2015（平
成 27）年 11 月に「スポーツ少年団登録者処分基準」を策定し、スポーツ少年団登録者に
よる暴力や暴言、ハラスメント等の反倫理的行為に対して、その行為者に課す処分の基準
を明確にしている。
また、公益財団法人日本スポーツ協会が設置している「スポーツにおける暴力行為等相
談窓口」に寄せられたスポーツ少年団登録者の反倫理的行為に係る相談については、当事
者間での解決を第一義としつつも、解決が困難な場合、市区町村スポーツ少年団または都
道府県スポーツ少年団による事実確認調査を実施し、必要に応じて当該スポーツ少年団に
て処分を課すこととしている。
JSAA による NF の処分決定の取り消し事案から、各級スポーツ少年団をはじめとする
スポーツ団体による処分決定には、事実確認の調査や弁明機会の付与、処分決定機関によ
る処分の決定等、適切な手続きが必要不可欠であることがわかる。
そこで本分科会では、各級スポーツ少年団やスポーツ団体による処分決定の適切な手続
きを整理するととともに、フロアを交えスポーツ団体の関係者が抱える課題の解決を図る。
【座長】
・ 菅原 哲朗（弁護士／キーストーン法律事務所）

第 22 回スポーツ少年団指導者全国研究大会・会場案内図
「ホテルグランドパレス」＜URL：http://www.grandpalace.co.jp/＞
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-1-1 TEL：03-3264-1111
交通： 地下鉄「九段下駅」より徒歩 1 分
・東京メトロ東西線…7 番口（富士見口）
・東京メトロ半蔵門線、都営新宿線…3 番口
JR 総武線、地下鉄有楽町線、南北線、大江戸線「飯田橋駅」より徒歩 7 分

【ホテルグランドパレス案内図】

