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第 5回ジュニアスポーツフォーラム開催要項（案） 

 

 

2022年 4月 25日現在 

 

1. 趣旨：ジュニアスポーツに関わる指導者およ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、法律実務家および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. 協力：スポーツ安全保険引受損害保険会社 計 8社 

 

6. 開催方式（参加方法）： 

(1)来場参加方式 【公認スポーツ指導者更新研修対象】 
・期 日：令和 4年 6月 12日（日） 
・定 員：200名 
・会 場：TKP赤坂駅カンファレンスセンター 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2丁目 14-27 国際新赤坂ビル 東館 13F・14F 
・参加料：1,100円（税込） ※1 
＊来場参加者は、上記参加料でオンデマンドの視聴も可能です。6 月下旬頃に、申込時にお知ら
せいただいたメールアドレス宛に、視聴用の URLをお送りいたします。 

(2)オンデマンド参加方式 【公認スポーツ指導者更新研修対象外】 

・配信期間：令和 4年 6月 27日（月）～7月 15日（金）（予定） 
＊配信期間中にオンラインにて全プログラム・全分科会（録画）の視聴が可能です。 

  ・定 員：300名 
・参加料：1,100円（税込） ※1 
＊6月下旬頃に、申込時にお知らせいただいたメールアドレス宛に視聴用の URLをお送りいたしま
す。 

 
(※1)下記７.(2)令和 4年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会参加者は無料 

 

7. 参加対象： 
（1） スポーツ少年団登録者（指導者・役員・スタッフ等） 
（2） 令和 4年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会参加者 
（3） 日本スポーツ法学会会員 
（4） ジュニアスポーツに従事する法律実務家および研究者 ※2 
（5） JSPO公認スポーツ指導者 ※2 
（6） その他スポーツ指導者等 ※2 

 
(※2)(1)(2)(3)の申込状況により受付をお断りする場合があります  
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8. 申込方法・参加料支払方法・参加決定までの流れ： 

（1）スポーツ少年団登録者（指導者・役員・スタッフ等） 

1) 都道府県スポーツ少年団は、参加を希望する「スポーツ少年団登録者（指導者・役員・スタッ
フ等）」、「令和 4年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会参加者」をとりまとめ、所定様式によ
り 5月 20日（金）までに日本スポーツ少年団宛に E-mailにてお申し込みください。 

【送付先 E-mailアドレス】jjsa@japan-sports.or.jp 

2) 日本スポーツ少年団から都道府県スポーツ少年団に対して、5月末までに、参加決定書および
参加料請求書を E-mailにてお送りいたします。都道府県スポーツ少年団は、参加人数分を取り
まとめ、指定の期日までに指定口座にお振込みください。 

3) 都道府県スポーツ少年団からお申し込みした参加者は、都道府県スポーツ少年団の指示に従
い、参加料を納入してください（全国スポーツ少年団リーダー連絡会参加者は除く）。 

（2）令和 4年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会参加者 

上記(1)のとおり都道府県スポーツ少年団を通じてお申し込みください。 

（3）日本スポーツ法学会会員 

  別途ご案内する申込フォームからお申し込みください。 

（4）上記（1）～（3）以外の方 【申込期間：4月 28日（木）12:00～5月 20日（金）17:00】 

1) 上記申込期間内に、以下申込フォームからお申し込みください。 

【申込フォーム】https://forms.office.com/r/7rbv2TR7ud ／ 

2) 日本スポーツ少年団から申込者に対して、5月末までに、参加の可否および参加料の振込先・
振込期日について、申込時にお知らせいただいたメールアドレス宛にお送りいたします。 

3) 参加内定者は、指定の期日までに指定口座にお振込みください。 

＊参加料のお振込みをもって参加決定となります。 

 

9. 来場時における新型コロナウイルス感染症対策【来場参加者のみ】 

新型コロナウイルス感染症の予防措置として「日本スポーツ少年団各種事業等における新型コロナ

ウイルス感染拡大防止に関する基本方針」等を基に以下の対応・対策を講じます。来場参加者において

はご理解ご協力のほどお願いいたします。 

（1）体調チェックシートにご記入の上、当日受付時にご提出ください。 

（2）体温 37.5℃以上または発熱症状の自覚、強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）、咳、喉の
痛み、鼻水、頭痛などの症状、味覚や嗅覚の異常など、新型コロナウイルス感染が疑われる場合ま
たは濃厚接触者の疑い等がある場合は、来場を見合わせてください。 

（3）会場入口にて体温測定を行いますので、スタッフ等の指示に従い必ず検温にご協力ください。検
温を拒否する方の参加はお断りいたします。なお、検温に時間を要する場合がありますので、時間
に余裕をもってお越しください。 

（4）会場内では必ずマスクの着用をお願いいたします。スタッフ等もマスクを着用いたします。 

（5）休憩中の手洗い、各所に設置いたします手指消毒液での手指消毒の励行をお願いいたします。 

（6）座席は間隔を空けて配置し、休憩ごとに出入口を開けて換気を実施いたします。 

（7）会場が定める対策や指示に従ってください。 

（8）国の接触確認アプリ（COCOA）のご利用をお願いいたします。 

（9）東京都対処方針等に従い、感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

 

 

 

mailto:jjsa@japan-sports.or.jp
https://forms.office.com/r/7rbv2TR7ud
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10. オンデマンド視聴における注意事項 

（1）視聴方法および視聴 URLについては、6月下旬までに、申込時にお知らせいただいたメールアド
レス宛にお送りいたします。第三者への ID・パスワード等の譲渡・共有は禁止いたします。 

（2）自己の責任において参加するために必要なパソコン、通信機器、通信回線その他の設備を準備・
管理し、視聴するために必要な通信回線の利用料金は自己負担とします。また、各自が最新のコン
ピュータウィルス対策等がなされている機器を使用してください。主催者は、コンピュータウィル
スや第三者の妨害等行為による不可抗力によって生じた損害等の一切の責任を負いません。 

（3）長時間のインターネット接続となるため、Wi-Fi環境での接続を推奨いたします。通信容量に制
限がある環境での接続の場合は、契約内容や使用状況を事前によくご確認ください。 

（4）スマートフォンの使用は、長時間の使用により端末に非常に負荷がかかり回線が途切れる可能性
が高いこと、画面サイズが小さいことなどから、その他の通信機器での視聴を推奨いたします。 

（5）参加者の都合により視聴できなかった場合は返金等の対応はいたしません。  
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11. プログラム・日程 

時間 プログラム 

9:30  受付  

10:00  開会式（15分）  

  主催者あいさつ  

  来賓あいさつ  

  日程・資料説明  

10:15  特別講演（60分）  

  「ジュニアスポーツを取り巻く環境（仮）」  

  講演者：松尾 哲矢氏（立教大学）  

11:15  情報提供（15分）  

  「スポーツ少年団改革プラン 2022」について  

  説明者：泉 正文（日本スポーツ少年団本部長）  

11:30  休憩（90分） 

同時開催「ジュニアスポーツ法律アドバイザー研究会」※弁護士対象 

 

13:00  分科会（120分／パネルディスカッション）  

  テーマ A「運動部活動の地域移行とスポーツ少年団（仮）」  

  座長： 佐藤 充宏氏（徳島大学）  

  パネリスト： 調整中  

   調整中  

   調整中  

  テーマ B「ジュニアスポーツにおけるパラスポーツ振興から Sport for Everyoneへ」  

  座長： 杉山 康司氏（静岡大学）  

  パネリスト： 武長 理栄氏（笹川スポーツ財団）  

   智田 季之氏（シーガルサッカークラブ）  

   増子 恵美氏（福島県障がい者スポーツ協会）  

  テーマ C「地域に広がるスポーツ少年団リーダーの役割」  

  座長： 祝原 豊 氏（静岡大学）  

  パネリスト： 調整中  

   調整中  

   調整中  

  テーマ D「スポーツにおける子どもの権利と多様性の確保を考える（仮）」  

  座長： 菅原 哲朗氏（キーストーン法律事務所）  

  パネリスト： 島沢 優子氏（ジャーナリスト）  

   清水 光 氏（清水法律事務所）  

   室伏 由佳氏（順天堂大学）  

15:00  休憩（15分）  

15:15  全体会（45分）  

  分科会報告：各分科会座長  

16:00  閉会式  

  主催者あいさつ  

  終了  
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12. その他 

（1）オンデマンド視聴に関するお知らせにつきましては、申込時にお知らせいただいたメールアドレ
ス宛に「@japan-sports.or.jp」のアドレスおよびドメインから送信されます。ご使用のメーラー
の設定（迷惑メールブロック等）により受信できないことがあるため、あらかじめ受信許可設定を
お願いします。 

（2）参加料のお支払い後に参加辞退・欠席された場合でも参加料は返金いたしません。また、参加者
の都合（迷惑メールブロック等による各種お知らせメールの不着を起因とした欠席を含む）により
参加・視聴できなかった場合も返金等の対応はいたしません。 

（3）登壇者は急遽変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

（4）主催者が認めた報道機関等が撮影した写真（開催報告・記録用に撮影した写真を含む）等が、新
聞、雑誌、テレビ、報告書および関連ホームページ等で公開されることがあります。また、主催者
が認めた報道機関等が撮影した映像（開催報告・記録用に撮影した映像を含む）等が、中継または
録画放映されることがあります。 

（5）講演中の録音・録画・撮影、オンデマンド視聴時のスクリーンショット等はご遠慮ください。 

（6）地震・台風・火災等などの天災、感染症、テロ、第三者からの指示・命令、その他不可抗力によ
り開催を中止する場合は、申込時に登録された E-mailアドレスに連絡する他、主催者のホームペ
ージ等によりその旨を掲載します。なお、本フォーラムの一部内容の変更及び中止のために生じた
参加者の損害については、主催者ではその責任を負いません。 

（7）本フォーラム参加に際し取得した個人情報は、日本スポーツ協会日本スポーツ少年団および都道
府県スポーツ少年団が、本フォーラムの実施に関する業務にのみ利用します。この個人情報は、参
加者の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた
場合を除く）。 

（8）JSPO公認スポーツ指導者資格の更新研修について【来場参加者のみ】 

＊更新研修の実績とされる方は、必ず全ての日程にご参加ください。 

＊上記を満たされなかった場合、また、遅刻および途中退出が確認された場合には、更新研修の実
績として認められない場合がございます。 

来場参加者は、本フォーラムの参加により、JSPO 公認スポーツ指導者資格の更新研修を修了したことにな

ります。 

なお、テニス資格は 2 ポイント、バウンドテニス資格は 1 ポイント、チアリーディング（コーチ 3 のみ）

資格は都道府県体育・スポーツ協会実施の 1 回分の実績となりますが、別途、資格毎に定められたポイン

ト獲得や研修受講などの要件を満たす必要があります。 

ただし、次の資格については、更新研修を修了したことにはなりません。 

[水泳、サッカー、スノーボード、バスケットボール、バドミントン、剣道、空手道、エアロビック（コー

チ 4 のみ）、スクーバ・ダイビング、プロゴルフ、プロテニス、プロスキー、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]（2022 年 4 月 1 日現在） 

＊指導者マイページへの受講実績の反映は、研修参加から平均 2 カ月後となります。 

＊詳細は JSPO のホームページ「更新研修のご案内」(右記 QR コード)をご確認ください。 

 

 

 

 

＊本事業は「スポーツ振興くじ（toto）」の助成を受けて実施しています。 


