
 

 

 

 

令和４年度「総合型地域スポーツクラブマネジャー養成セミナー及び公認ア 

シスタントマネジャー専門科目検定試験」の開催について（依頼） 

 

 

 

総合型地域スポーツクラブのマネジャー養成に係る標記セミナー及び公認アシスタント

マネジャー専門科目検定試験を別添要項のとおり開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

生涯スポーツ担当 仙野 達也 

ＴＥＬ ０２３－６３０－２８９４   

ＦＡＸ ０２３－６３０－２８９３ 

e-mail：sennot@pref.yamagata.jp 



令和４年度 スポーツ人材養成事業 

山形県総合型地域スポーツクラブマネジャー養成セミナー  

及び公認アシスタントマネジャー専門科目検定試験 開催要項 

 

１ 目 的  総合型地域スポーツクラブにおいて適切な指導が行える指導者やマネジャーを

養成し、資質を向上させることにより、多様化する地域住民のスポーツニーズに応

える総合型地域スポーツクラブの更なる発展と生涯スポーツ社会の実現を図る。 

 

２ 主 催 山形県 山形県教育委員会 

 

３ 共 催 公益財団法人山形県スポーツ協会 山形県総合型地域スポーツクラブ協議会 

 

４ 後 援 山形県スポーツ推進委員協議会 山形県レクリエーション協会 

 

５ 期 日 令和４年６月１８日（土）・６月１９日（日） 

 

６ 会 場 山形県スポーツ会館  〒990-2412  山形市松山二丁目１１番３０号 

 

７ 内 容 別紙カリキュラムによる講義、演習 

科 目 名 
時 間 数 

集 合 自宅学習 計 

地域スポーツクラブとは 
３ｈ ４.５ｈ ７.５ｈ 

地域スポーツクラブの現状 

クラブマネジャーの役割 ３ｈ ４.５ｈ ７.５ｈ 

クラブのつくり方 
８ｈ １２ｈ ２０ｈ 

クラブの運営 

計 １４ｈ ２１ｈ ３５ｈ 

 

８ 対象者 (1) 各総合型地域スポーツクラブの管理運営責任者及び担当者 

       (2) 各総合型地域スポーツクラブのマネジャーを務める者・務めようとする者 

       (3) 各総合型地域スポーツクラブのスポーツ指導者 

       (4) 各市町村生涯スポーツ担当者 

       (5) 各市町村生涯スポーツ主管課からの推薦者 

       (6) 各市町村体育・スポーツ協会の生涯スポーツ担当者 

       (7) スポーツ推進委員・地域クラブ指導者・スポーツ指導者・その他 

 

９ 受講条件 満１８歳以上（受講年度の４月１日現在） 

        公益財団法人日本スポーツ協会公認資格取得希望者は会場での集合研修が必須 

となります。 

 

１０ 申込方法 【別紙①】申込用紙に記入し、下記宛にＦａｘまたはメールでお申込みください。 

       宛先：県スポーツ保健課 〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号 

       担当 仙野 Tel 023-630-2894  Fax 023-630-2893 

             e-mail sennot@pref.yamagata.jp 

       締切：令和４年６月３日（金） 



 

１１ 修了証  受講修了が認定された方には、山形県総合型地域スポーツクラブマネジャー養成

セミナー修了者として、「修了証」を発行します。 

 

１２ 公益財団法人日本スポーツ協会公認アシスタントマネジャー専門科目検定試験 

 

   講習受講後の検定試験合格者は、公益財団法人日本スポーツ協会公認アシスタントマネジャ

ー資格取得のための「専門科目」の修了となります。詳細については下記をご覧ください。 

 (1) 試験日時 令和４年６月１９日（日）１６：００～１７：００ 

 (2) 会 場  県スポーツ会館「大会議室」 

 (3) 受験資格 本講習会の修了者 

 (4) 試験内容 本講習会テキストから出題（選択形式 50問、60分） 

 (5) 合格基準 50点満点中、30点以上で合格とする。 

 (6) 検定料  検定料 2,000円 

 

１３ 教材について 

   教材「公認アシスタントマネジャー養成テキスト」を各自購入してください。 

   ２１時間の自宅学習が義務付けられております。 

   ※テキスト購入の詳細については【別紙②】を御参照ください。 

 

１４ 新型コロナウイルス対策 

   参加者は【別紙③】体調報告用チェックシートを当日、御提出ください。 

   参加者はマスク着用、会場入り口での手指消毒の上、御参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本事業はスポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。 

公益財団法人日本スポーツ協会公認アシスタントマネジャー資格取得について 

 
 本講のすべて受講を含めた以下の条件を満たすことにより、公益財団法人日本スポーツ協会公
認アシスタントマネジャー資格を取得することができます。 
(1) （公財）日本スポーツ協会が定める専門科目の受講・修了（本講習会の全日程を修了） 
(2) 公認アシスタントマネジャー専門科目検定試験を受験し合格 
(3) （公財）日本スポーツ協会が定める共通科目Ⅰの受講・修了 

共通科目Ⅰは次のいずれかで受講・修了することができます。 
① コーチングアシスタント養成講座を受講・修了する。 
② 集合講習会として開催される「公認スポーツリーダー養成コース」を受講・修了する。 
但し、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格等を有する者は共通科目の講習・試験が
すべて免除となります。 

※通信講座による「NHK 学園コーチングアシスタント養成講座」を受講する方は、各自で申
込が必要です。35,000円【受講料 22,000円（税込）＋登録料 13,000円】 

(4) 上記(1)～（3）が修了した方は、所定の書式により資格取得申請書と申請料（3,300 円）を
添えて各自でスポーツ保健課に申込み、スポーツ保健課から日本スポーツ協会に申請します。 
※申請書は、セミナー終了時に希望者に配付します。 

(5) 申請後、日本スポーツ協会から「修了証明書」が送付されます。 
(6) その後、日本スポーツ協会から登録手続きに関する案内（１月と７月）があります。案内に

従い手続き、登録手続きに関する案内に記載の登録料の支払いを完了すると、公認アシスタ
ントマネジャーとして認定されます。 



8:15

8:30

講義５（対面型講義）

9:00 受　　付 『クラブの運営』

9:15 開　講　式 流通経済大学付属柏高等学校

9:30 中高一貫教育推進部長

講義１（対面型講義） 八 重 樫　　通　氏
『クラブのつくり方』

『クラブの運営』 10:30

特定非営利活動法人かみのやまスポーツクラブ 理事長 休　　憩（10分）

10:40

講義６（対面型講義）

11:30 『クラブの運営』

NPO法人希楽々　理事長

12:30

12:30 12:40

講義２（対面型講義）

『クラブマネジャーの役割』

仙台大学　准教授

13:40

13:40

講義７（対面型講義）

14:30 『地域スポーツクラブとは』

休　　憩（10分） 『クラブマネジャーの役割』

14:40 山形県総合型地域スポーツクラブ協議会 代表

講義３（対面型講義） NPO法人中山総合スポーツクラブ 理事長

『クラブの運営』 今　野　　　芳　氏
NPO法人さけがわ友遊クラブ　クラブマネジャー 15:40

休　　憩（20分）

16:00

16:40

休　　憩（20分） 17:00

17:00 閉　講　式

講義４（対面型講義） 全日程終了

『地域スポーツクラブとは』

『地域スポーツクラブの現状』

岩手大学　教授

19:00

初日終了

浅　沼　道　成　氏

齋　藤　武　司　氏

令和４年度総合型地域スポーツクラブマネジャー養成セミナー日程表

６月１８日（土） ６月１９日（日）

受　　付

検定試験

休　　憩（60分）

休　　憩（60分）

渡　邊　優　子　氏

弓　田　恵里香　氏

伊　藤　淳　子　氏



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇日 程 

６月１８日（土） ６月１９日（日） 

開講式    ９：１５～９：２５ 講義４    ８：３０～１０：３０ （２ｈ） 

講義１    ９：３０～１１：３０ （２ｈ） 講義５   １０：４０～１２：４０ （２ｈ） 

講義２   １２：３０～１４：３０ （２ｈ） 講義６   １３：４０～１５：４０ （２ｈ） 

講義３   １４：４０～１６：４０ （２ｈ） 閉講式   １５：５０～１６：００ 

講義４   １７：００～１９：００ （２ｈ） 検定試験  １６：００～１７：００ 

 

〇会 場 

 山形県スポーツ会館 ２F 大会議室 

 山形市松山二丁目 11番 30号 

TEL 023-625-5750 

 

◇クラブマネジャー養成セミナー 

・資格取得希望の方は会場にて全講義受講です（有料）詳細は要項をご覧ください。 

・事前にテキストを購入し、21 時間の自宅学習が必須となります。 

・開講式、閉講式及び検定試験については、全日程を受講し、アシスタントマネジャーの資格取得

を希望される方を対象とします。 

・別紙①申込用紙の A欄・B 欄を御記入の上、申込ください。 

◇マネジメントスキルアップ研修会（部分参加可能） 

・部分講習参加希望の方は好きな講義に参加できます。（無料） 

・オンライン（Zoom）によるライブ配信も行います。 

・別紙①申込用紙の A欄・C欄を御記入の上、申込ください。 

＜オンライン参加の方＞ 

・当日使用される PC、タブレットなどの端末に事前に Zoom をダウンロードしておいてください。 

・オンライン参加の方には Zoom 利用情報（ID、パスワード）、当日の資料データは前日までに e-

mail にてお送りします。資料の印刷については各自御対応ください。 

・聴講中はマイクをミュートにしてください。 

・事前申し込みのない方の接続、資料データの転載等は固く禁止します。 

 

※本事業はスポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。 



 

 

 

 

 

〇講義詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義１  齋藤 武司 氏 
（対面型講義） 特定非営利活動法人 

かみのやまスポーツクラブ 理事長 
【   講 義   】『クラブのつくり方』『クラブの運営』 

【内容（予定）】『（仮）トライ アンド エラー～クラブだ

からできる～ 』について、かみのやまスポーツクラブの実

践例などをご紹介いただきます。 

講義２  弓田 恵里香 氏 
（対面型講義）  仙台大学 准教授 
【   講 義   】『クラブマネジャーの役割』 

【内容（予定）】『発想の転換』をテーマにクラブに求めら

れること、クラブができることについて御講義いただきま

す。弓田氏は令和元年東北ブロックネットワークアクション

でも講師をされておりました。 

講義３  伊藤 淳子 氏 
（対面型講義）  NPO法人さけがわ友遊クラブ  

クラブマネジャー 
【   講 義   】『クラブの運営』 

【内容（予定）】令和３年度から鮭川中学校と「休日の部活

動の段階的な地域移行に関する実践研究」に取り組んでいる

さけがわ友遊クラブの実践例から見えてきたものをご紹介い

ただきます。 

講義４  浅沼 道成 氏 
（対面型講義）  岩手大学 教授 

【   講 義   】『地域スポーツクラブとは』 

        『地域スポーツクラブの現状』 

【内容（予定）】昨年も御講義いただいた浅沼氏に今年度も

御講義いただきます。「総合型地域スポーツクラブ」の基礎

基本について学びます。 

講義５  八重樫 通 氏 
（対面型講義） 流通経済大学付属柏高等学校 

           中高一貫教育推進部長 
【   講 義   】『クラブの運営』 

【内容（予定）】『学校から見る部活動の地域移行をめぐる 

問題と今後の方向性』というテーマで今話題になっている部

活動の地域移行について、元校長としての実践例をもとに、

御講義いただきます。 

講義６  渡邊 優子 氏 
（対面型講義）  NPO法人希楽々 理事長 
【   講 義   】『クラブの運営』 

【内容（予定）】『希楽々が目指す公益性と経営体』につい

て御講義いただき希楽々が実践する「融合型部活動」をご紹

介いただきます。渡邊氏は昨年庄内地区スキルアップセミナ

ーでも御講義いただきました。 

講義７  今野 芳 氏 
（対面型講義） NPO法人中山総合スポーツクラブ 理事長 
【   講 義   】『地域スポーツクラブとは』 

        『クラブマネジャーの役割』 

【内容（予定）】中山総合スポーツクラブの実践をもとに、

山形県内における総合型クラブについての現状、また、クラ

ブマネジャーの役割について基本を学びます。 

申込期限 ６月３日（金）まで 

申込方法 別紙申込用紙にて 

       右記申込先へ 

◇申込・問合せ先 

 山形県教育庁スポーツ保健課（担当：仙野） 

 〒990-8570 山形市松波２－８－１ 

 TEL：023-630-2894 FAX：023-630-2893 

e-mail：sennot.@pref.yamagata.jp  

◇主催 山形県 山形県教育委員会 

 共催 公益財団法人山形県スポーツ協会 

    山形県総合型地域スポーツクラブ協議会 

mailto:sennot.@pref.yamagata.jp
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