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【御報告】
令和４年３月 20 日（日）ホテルオークラ京都において開催予定でありました令和３年度関係者懇談会・第 4４回
京都府民総合体育大会閉会式（表彰式）は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止とさせていただ
きました。
ＣＯＮＴＥＮＴＳ
国民体育大会

チャレンジしようよ スポーツの森

指導者だより

少年団だより

総合型クラブだより

スポーツ協会からのお知らせ
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★ 第 76 回(第 77 回冬季)国民体育大会近畿ブロック大会 ★
令和 3 年６月 20 日～８月 23 日に大阪府で実施されました。しかしながら、本大会の中止に伴い４競技
（ボクシング・バレーボール・卓球・ラグビーフットボール）と２競技２種別（ホッケー少年男女・ハンド
ボール少年男女）が中止となりました。

近畿ブロック大会通過種別・種目数 (第 76 回国民体育大会出場枠)
滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

１位通過

20

29

31

17

10

6

２位通過

19

10

13

19

6

12

３位通過

6

6

９

9

6

4

４位通過

2

0

2

0

５

0

合計

47

45

55

45

27

22

第 77 回（特別冬季）国民体育大会近畿ブロック大会は、６年ぶりに京都府で開催します。会期は令和４
年６月～８月の予定です。

★ 第 76 回三重とこわか国体 ★
三重とこわか国体・三重とこわか大会については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、令和３
年８月 26 日に中止が決定されました。

★ 第 77 回国民体育大会冬季大会 ★
第 77 回国民体育大会冬季大会スケート競技会･アイスホッケー競技会が栃木県日光市で１月 24 日（月）
～30 日（日）の７日間にわたり開催され、50 名の京都府選手団が参加しました。
スケート競技ではショートトラックの部 3000ｍリレー成年女子が２年ぶりの入賞、フィギュアの部では
少年女子が７位入賞、成年男子が３位入賞と今大会も京都府選手団に良い風が吹き、その勢いを受けアイス
ホッケー競技では、成年男子チームが強豪を相手に快進撃を続け 24 年ぶりの４位入賞を果たしました！な
お、アイスホッケー競技は総合成績でも５位入賞となりました。
また、第 77 回国民体育大会冬季大会スキー競技会が秋田県鹿角市で２月 17 日（木）～20 日（日）の
４日間にわたり開催されました。前回大会は新型コロナの影響により中止となったため２年ぶりの開催とな
り、40 名の京都府選手団が参加しました。クロスカントリー成年女子 A において６位入賞を果たしました。
全選手が出場出来るように、京都府選手団に関わる全ての人が力をあわせた結果、第 77 回大会は非常に
好スタートが切れました。冬季選手団の勢いそのまま栃木国体（本大会）でも京都府選手団が飛躍してくれ
ることを願っています。

-2-

スポーツ時報№137

アイスホッケー成年男子 ４位！
アイスホッケー競技 総合 ５位！
関
工輔（京都スバル自動車株式会社）
杉原 隆仁（株式会社プラネット）
鶴見耕太郎（株式会社マイナビ京都支社）
小野寺真己（株式会社ビバ）
土橋 勇輝
金岡 純平 （京都産業大学）
菊池 優我
永井 大尋
前田 幸祐
加藤 雄己
鶴見純之介
近藤 龍耶
村上 大雅
野呂 陽悦
水橋 航大
吉山
碧 （同志社大学）
スケート競技
フィギュア成年男子 ３位！
森口 澄士（同志社大学）
福田 志門（京都府ｽｹｰﾄ連盟）
スケート競技
フィギュア少年女子 ７位！
田中 梓沙（京都光華高等学校）
前野 百花（京都光華高等学校）
スケート競技
ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ成年女子(3000m ﾘﾚｰ)７位！
中川 はな（同志社大学）
今西
唯（上ヶ原倶楽部）
井堀
琴（立命館大学）
金澤あゆみ（同志社大学）
スキー競技
ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ成年女子 A ６位！
髙橋 莉那（同志社大学）
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子供の運動遊び定着のための官民連携推進事業
京都府スポーツ協会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた外出自粛により、運動不足
になっている子どもたちに、スポーツをする機会を少しでも提供するため、日本スポーツ協会が推進す
るアクティブ・チャイルド・プログラム（ＡＣＰ）を活用したイベント「第２回チャレンジしようよ ス
ポーツの森」を令和３年 11 月 23 日（火・祝）に城陽市民体育館、12 月４日（土）に舞鶴文化公園
体育館の２会場で実施しました。
第２回となった本イベントには、昨年に引き続き多数の申し込みをいただきました。新型コロナウイ
ルス感染症対策を徹底した上で、密を避けるため人数制限をしながらの開催となりましたが、参加の皆
様にはスポーツを楽しんでいただく良い機会となりました。
スポーツリズムトレーニング、ダブルダッチ、ＡＣＰ遊び、バルシューレといった初めて体験する種
目もありましたが、幼児から小学生まで幅広い子どもたちがイキイキと楽しくチャレンジしている姿が
印象的でした。

イベント開始前のデモンストレーションでは、世界大会に出場経験のある日本ダブルダッチ協会公認
インストラクター６名の講師の方々に、音楽に合わせてダブルダッチ（２本のロープを使った縄跳び）
の演技を披露していただき、会場から大きな拍手が上がっていました。体験種目としてのダブルダッチ
でも、講師の方に丁寧に御指導いただいた子どもたちが、２本の縄を上手く跳ぶことができたときには、
親子で大喜びしている姿がありました。
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【南部会場】城陽市民体育館

ダブルダッチ
連続 10 回に挑戦！

スポーツリズトレーニング

ACP 遊び
上手く輪の中に入れるかな？

バルシューレ
医科学ブース
In Body 測定

【北部会場】舞鶴文化公園体育館

♪スポーツリズムトレーニング♪
♫音楽に合わせて楽しくジャンプ♫

バルシューレ

お母さんも一緒にジャンプ！

ＡＣＰ

-5-

スポーツ時報№137

◆ 令和３年度京都府スポーツ指導者研修会 ◆
公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者のさらなる資質向上と活動の促進及び指導者の連帯感
を深めることを目的に、京都府スポーツ指導者研修会を実施しています。本年度は、７月 11 日（日）と 12
月５日（日）に開催し、公認スポーツ指導者の方々162 名と本会指導者委員会の委員の皆様が熱心に受講さ
れました。
木村 祐子氏（帝塚山大学）より「女性アスリートが抱える疾病等への対応」と題して、女性アスリート特
有の健康問題や精神的な問題への対応方法をはじめ、それらの問題を未然に防ぐためのトレーニングや栄養
管理の方法についてご講演をいただきました。また、豊田 則成氏（びわこ成蹊スポーツ大学）より「心理的
問題の克服を目指したメンタルサポートの実際」と題して、壁にぶつかった選手とどう向き合うのか、どう
いった対応、方法でサポートするのかの様々な具体例をはじめ、豊田氏がトップアスリートに行っておられ
るメンタルサポートの様子の映像をご紹介いただきました。

◆ （公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者養成講習会 ◆
スポーツの価値やスポーツの未来への責任を自覚し、プレーヤーズセンタードの考え方のもとに暴力やハ
ラスメントなどあらゆる反倫理的行為を排除し、常に自らも学び続けながらプレーヤーの成長を支援するこ
とを通して、豊かなスポーツ文化の創造やスポーツの社会的価値を高めることに貢献できる者を養成する。
＜コーチ１養成講習＞
◇ 京都府バレーボール協会
＜コーチ２養成講習＞
◇ 一般社団法人京都水泳協会

16 名受講

◇ 京都府空手道連盟

41 名受講

7 名受講

◆ 京都府登録 公認スポーツ指導者数 ◆
20 代以下

30 代

40 代

50 代

60 代

70 代以上

合計

割合

男性

256

568

676

664

557

330

3,051

78.2％

女性

85

158

194

214

114

85

850

21.8％

合計

341

726

870

878

671

415

割合

8.7％

18.6％

22.3％

22.5％

17.2％

10.6％

3,901(前年＋32)

（令和３年 10 月１日時点）
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本年度登録状況
年度 市町村 単位団
R2
R3
増減

24
24
-

537
537
-

男子
1,429
1,329
- 100

指導者数
女子
241
222
-19

役員・スタッフ数

計
1,670
1,551
-119

計
1,036
1,075
39

団 員 数
男子
女子
計
9,331 2,452 11,783
9,370 2,564 11,934
39
112
151

本年度は男女団員ともに増加し、団員については平成 22 年度以来の増加となりました。
指導者については昨年度より減少しております。引き続き、多くの指導者・団員が少年団へ加入し
て頂きますよう、お声かけの程よろしくお願いします。

スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会
スポーツ少年団では、令和元年度まで養成をしていました「認定員」に代わり、今年度から「スター
トコーチ（スポーツ少年団）」を養成しております。今年度は 11 月 13 日（土）と 21 日（日）に京都
テルサにて開催をし、両コース合わせて約 90 名の皆様に受講いただきました。
スポーツ少年団に指導者として登録する際、JSPO 公認指導者資格が必要となります。令和４年度も府
内で２コースの開催を予定しておりますので、多数の御参加をお待ちしております。

京都府スポーツ少年団指導者研修会
今年度の研修会が 10 月 24 日（日）に京都リサーチパーク
（オンライン併用）で開催されました。講師に、難波 祐樹氏
（京都府立洛北高等学校教諭）と金山 千広氏（立命館大学
産業社会学部教授）を招き、約２時間半の御講演をいただき
ました。当日はオンラインでの参加を含め約 40 名の指導者の
皆様に御参加いただきました。

京都府スポーツ少年団市町村本部長会議
本年度の会議はコロナ禍の影響により講義形式で実施しま
した。当日は吉田 繁敬氏（アイ・プラス株式会社）を講師
に招き、ＡＣＰの活用等について御講演いただきました。
出席いただいた市町村本部長や事務担当者間での意見交換
の時間もあり、充実した内容となりました。
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令和３年度京都府スポーツ少年団表彰
◆京都府スポーツ少年団表彰者名簿（敬称略）
【特別功労者】小島 嘉朗 石坪 一秀 大槻
進 上ノ山利夫
【功 労 者】髙松
茂 吉田
誠 土井 哲夫 中村 俊之
林
義秀 森川 弘仁 髙橋 光雅 今井新四郎
【指 導 者】夜久眞由美 石井 賢二 市村 由香 吉良
功
橋本 祥子 林
義人 是枝 卓也 橋本 茂樹
二階堂晃二 山田 和史
【単 位 団】遷喬少女バレーボールクラブスポーツ少年団

西田 廣道 故反田 伊一
長谷川忠司 西山 弘幸
安辺 義高
熊谷
源 豊田 孝志
守岡
宏 田中 茂郎

◆日本スポーツ少年団顕彰（敬称略）
【団
【個

体】福知山市スポーツ少年団
人】三浦
俊（亀岡市）

令和３年度全国・近畿スポーツ少年団交流大会
【近畿大会】
○第 40 回近畿ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会
参加：菟道サッカースポーツ少年団 （ブロック優勝）
長岡京サッカースポーツ少年団（ブロック優勝）
○第 19 回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会近畿ブロック予選会
参加：山王バレーボールクラブ（優勝） 陵ヶ岡（ブロック予選敗退）

※下記の大会については新型コロナウイルス感染症の影響で今年度の開催は中止となりました。
（参加が確定していた単位団・団員については記載をしています）
【全国大会】
○第 59 回全国スポーツ少年大会
○第 44 回全国スポーツ少年団剣道交流大会
参加：[団体]太秦少年剣道 [個人] 田畑
大（宇治向陵剣道） 東海 穂香（京都大枝誠心館）
○第 19 回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会
参加：[男子] 山王バレーボールクラブ [女子]和 V.B.C
○第 43 回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会

【近畿大会】
○第 53 回近畿スポーツ少年大会
○令和３年度近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会
参加：太秦少年剣道 小桜道場 京都剣正志会 妙覚寺道場 京都相武館
田畑
大（宇治向陵剣道） 中堂希璃人（京都砂川少年剣道） 谷
楓汰（太秦少年剣道）
上垣 心汰（京都相武館）
髙田 悠生（太秦少年剣道）
東海 穂香（京都大枝誠心館）坂口 千空（京都清練会）
山中 咲乃（蒼龍館剣道）
中川 幸音（妙覚寺道場）
奥野 祐君（太秦少年剣道）
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国庫補助事業

「総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度」説明会並びに研修会
国庫補助事業として、令和 4 年度から運用開始にされる「総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度」につい
て、クラブ及び市町村体育・スポーツ協会へ情報共有していただくための説明会と、総合型クラブについてクラブ
関係者の方々と共に考えるための研修会を、コロナ禍のためハイブリッド形式で令和 3 年 11 月 6 日(土)、11 月
20 日(土)京都テルサ会議室をメイン会場として開催し、オンラインも含め多くの方々に参加していただき、質疑
）
応答も含めて積極的な意見交換がなされました。また、説明会をブロック開催として、北部は 10 月 10 日(日)に
宮津市、中部は 11 月 22 日(月)に京丹波町でそれぞれ開催し、活動の現状についての情報を共有することができ、
京都らしい制度の実現に向けての第一歩を踏み出すことができました。また、研修会を通じて、地域の課題を解決
するために総合型クラブが果たすべき役割や、地域に信頼されるクラブへと認知度を高めるために市町村とどのよ
うに関わっていくべきかについて改めて学ぶことにより、京都府と総合型クラブがより良い関係を築いていき、こ
れから地域スポーツがスポーツ実施率の向上や健康維持増進のために果たすべき役割について再認識することが
できる研修会となりました。
【研修会】
令和 3 年 11 月 6 日（土）京都テルサ D 会議室

令和 4 年 2 月 2 日令和 4 年度から令和「これからの総合型地域スポーツクラブを考える」
4 年域スポーツクラブ満足度アップ研修
講師

会（京都府広域スポーツセンター事業）

びわこ学院大学

祐末 ひとみ 氏

令和 3 年 11 月 20 日（土）京都テルサ BC 会議室
「総合型地域スポーツクラブを考える」
講師

びわこ成蹊スポーツ大学

川合 英之 氏

きょうと地域創生
府民会議協賛事業

地域スポーツクラブ満足度アップ研修会（京都府広域スポーツセンター事業）
令和 3 年 12 月 11 日（土）に京都テルサにて、地域スポーツクラブ満足度アップ研修会を開催しました。
地域紹介として、長岡京市の総合型クラブ育成支援についてＳＣ長岡京ネット鈴木 勉幹事長から情報提供いた
だき、市内の総合型クラブを包括するＳＣ長岡京ネットを設置されている長岡京市スポーツ協会余語 政也主事
からスポーツ協会との関わり方や事務的なことについて説明をしていただきました。また、研修会はびわこ学
院大学講師の祐末 ひとみ氏に「地域に信頼される総合型クラブ」というテーマで御講義いただきました。ハイ
ブリッド形式の研修会ため、クラブ関係者だけではなく市町村体育団体の方々にもオンライン参加いただき、
地域との関わりを大切にして、信頼され必要とされる総合型クラブを目指して、必要なマネジメント能力の育
成と参加者間のネットワークづくりとして充実した研修会となりました。

地域紹介

長岡京市 余語 政也氏

参加者と熱く語り合う鈴木 勉氏
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令和 4 年度から「登録・認証制度」が運用開始！
「総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度」が令和 4 年度から運用開始されます。京都府には、地域
スポーツの中心として活動している総合型クラブ 46 クラブ、学校を拠点として活動している開放型クラ
ブ 10 クラブが、それぞれ地域のニーズに応じた活動をしています。「総合型地域スポーツクラブ登録・
認証制度」とは、総合型地域スポーツクラブが日本スポーツ協会の定める基準を満たし、クラブの管理運
営に関してガバナンス等を公表することにより、地域に信頼されるクラブとして活動していけるように、
日本スポーツ協会に登録をしていただく制度になります。現在、各市町村に設置されている総合型クラブ
は、地域におけるスポーツの課題を解決するためにも、市町村体育・スポーツ協会と連携していただき、
総合型クラブと自治体がコミュニティを高めていくことが求められています。京都府では、京都らしさを
残しつつ、登録基準は満たしていなくても、地域のニーズに応じた活動を継続されている総合型クラブに
ついては、現在と同様に京都府のクラブとして連絡協議会に加盟していただき、今後は登録クラブととも
に質的向上を目標として活動を引き続き支援していける体制を整えています。この制度が運用される機会
に、クラブ設立当初からの歴史を振り返り、クラブが歩まれてきた足跡をレガシーとして残しつつ、世代
交代を図りながら、京都府らしい総合型クラブをみなさんとつくるために京都府スポーツ協会もお手伝い
をしていきます。
＜下半期開催の主な関連事業＞

令和
4 年 2 月 2 日令和 4 年度から令和 4 年域スポーツクラブ満足度アップ
＊近畿ブロッククラブネットワークアクション 202１（和歌山県・ビッグ愛）令和 3 年 12 月 12 日（日）
＊クラブマネージメント KYOTO2021(ハイブリッド開催)
講師 川合 英之 氏 (びわこ成蹊スポ－ツ大学)
研修会Ⅱ 令和 4 年 2 月 13 日（日） 講師 祐末 ひとみ 氏（びわこ学院大学）
＊京都府総合型クラブ連絡協議会 総会 令和 4 年 3 月 21 日（月）京都テルサ(ハイブリッド開催)

研修会研修会Ⅰ
（京都府広域スポーツセンター事業）
令和 4 年 1 月 22 日（土）

～

祝受章

栄えある受章おめでとうございます。～
秋の叙勲

旭日双光章

神

谷

育

孝

氏

京都府アーチェリー連盟

会長

旭日単光章

片

岡

宏

二

氏

片岡製作所

副会長）

会長（本会

～スポーツ医・科学室について～
平成８年から京都府スポーツセンタースポーツ医・科学室では、京都府民の健康増進及び競技選手の競技
力向上を目的とした様々な測定・相談事業を行っておりましたが、令和４年３月 31 日をもちまして、閉室
するこことなりましたので、お知らせいたします。
なお、ジュニアアスリートの強化拠点として 平成 28 年 7 月に開所された京都トレーニングセンター（京
都府立丹波自然運動公園内）において、科学的トレーニング・サポートを行うために、筋力測定や体組成測
定等の各種測定を各個人、各チームのニーズあった測定項目をテーラーメイドにて実施しておりますので、
ご活用ください。
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スポーツ安全保険加入依頼システム

スマホにも 対応
スポーツ安全保険の手続き
これ1つで

だれでも かんたんに 便 利に 使いやすくリニューアル
令和5年度よりスポーツ安全保険の加入手続きはインターネット加入に一本化されます。
これに先がけてサイトをリニューアル。
スムーズな移行のため令和4年度よりインターネットにて加入手続きを行ってください。

スムーズな掛金支払い

次年度の手続きがラク

履歴管理、事故通知も

コンビニ、Pay- easyでお好きな
時間に掛金が支払えます。

前年度名簿を利用して加入手続き
が行えます。

加入手続の履歴を一元管理。傷害
保険の事故通知もできます。

「スポあんネット」
での加入手続き、操作方法のお問合せ先
固定電話からの
お問合せ

0570 - 087109

※市内通話料金のご負担での通話が可能です。
※携帯電話、一部IP電話からはご利用いただけません。

■上記ナビダイヤルがご利用できない場合▶

03 - 5510 - 0033

電話受付時間 9:30〜17:00／土・日・祝日・12/28〜1/4・12/10（創立記念日）を除く。

- 11 -

「スポあんネット」
内のご利用ガイド、
よくあるご質問のページを
ご確認のうえ、それでも解決しない場合は下記までご照会ください。

公益財団法人 スポーツ安全協会
〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11
協会ホームページ https://www.sportsanzen.org
ス ポ あ ん ネット https://www.spokyo.jp/spoannet.html
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発行日
所在地

令和４年３月
発 行
公益財団法人京都府スポーツ協会
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70 京都府スポーツセンター内
Tel: 075-692-3455 fax: 075-692-3457
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kyoto-sa.com
E-mail：syomu-kyotofu@kyoto-sa.com
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