
平成28年度　都道府県初任者研修会

県 開催場所 開催日時 内容
青森県 青森県総合社会教育センター 平成29年03月05日 40 人 講義 地域スポーツ活動の役割と課題

講演 これからのスポーツ推進委員に求められていること
情報 青森県のスポーツ情報について

岩手県 岩手県営運動公園 平成28年06月25日 25 人 講義Ⅰ スポーツ基本法とスポーツ推進委員の役割
講義Ⅱ スポーツ推進委員の活動の実際について
演習 スポーツ推進委員の選任のあり方
実技 ノルディックウォーキング

秋田県 秋田県スポーツ科学センター 平成28年10月16日 25 人 講義Ⅰ スポーツ推進委員の役割について
講義Ⅱ スポーツ推進委員の地域での取り組みについて
講義Ⅲ スポーツ推進委員の活動について
講義Ⅳ ファミリー健康体力向上事業アドバイザー養成講習会

山形県 新庄市民文化会館 平成28年07月23日 43 人 講義 これからのスポーツ推進委員の役割と心構え
福島県 郡山安積総合学習センター 平成28年06月16日 46 人 講義Ⅰ 平成27年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会の伝達講習会

講義Ⅱ 総合型地域スポーツクラブとスポーツ推進委員の関わり
実技 一般救急法

栃木県 栃木県総合教育センター 平成28年08月28日 146 人 講話１ スポーツ推進委員としての心構え
講話２ スポーツボランティアについて～障害者スポーツとボランティア～

埼玉県 スポーツ総合センター 平成28年07月23日 97 人 講座Ⅰ 埼玉県スポーツ推進計画について
講座Ⅱ 初任者（スポーツ推進委員）の活動と役割について
講座Ⅲ 体力測定の実践講習

千葉県 平成28年07月09日 144 人 施策説明 総合型地域スポーツクラブの設立状況と解説
講義 地域スポーツの推進と初任者スポーツ推進委員への期待
実技研修 どこでも気軽にできる健康体操～スポーツ・レクレーション指導上のポイント～

山梨県 甲府市役所　ほか 平成28年08月04日 367 人 講演 これからのスポーツ推進委員
ほか8日程 スポーツ推進委員リーダー養成研修会還流報告

長野県 信州スカイパーク体育館 平成28年05月28日 26 人 講義 スポーツ基本法に基づくスポーツ推進委員の役割について
講習 ファミリー健康体力向上事業アドバイザー養成講習

新潟県 トキのむら元気館 平成28年06月18日 25 人 講義 スポーツ推進委員が果たすべき役割と課題
実践講義 健康・体力づくりにおけるスポーツ推進委員の役割

新潟市陸上競技場 平成29年02月09日 15 人 講義 スポーツ推進委員の資質と役割
スポーツ推進委員が抱える地域の環境課題

福井県 福井市体育館 平成29年03月11日 41 人 講義 スポーツ推進委員の資質と役割について
演習 グループディスカッション　　地域スポーツの振興・発展のために

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進委員としてすること・したいこと・できるこ
実技 はぴねすダンス

参加人数

千葉県総合スポーツセンター・ス
ポーツ科学センター
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県 開催場所 開催日時 内容参加人数
三重県 三重勤労者福祉会館 平成28年06月18日 28 人 講義① スポーツ推進委員の資質と役割

講義② スポーツ指導の考え方と指導法
講義③ リスクマネジメントについて
演習 地域におけるスポーツ環境課題

滋賀県 野洲市総合体育館 平成28年06月25日 245 人 テーマ パラリンピックを見据えた障害者スポーツ
伝達講習 スポーツ推進委員の役割
実技研修 ボッチャ、シッティングバレーボール、ふうせんバレー

兵庫県 姫路市東市民センター 平成28年07月31日 70 人 講話 地域住民の付託に応えるスポーツ推進委員になるために
講義 スポーツ推進委員に求められていること
演習 スポーツクラブ21について
実技研修 中高年も楽しめるスローエアロビック

奈良県 橿原市ジョギングサイクリング 平成28年09月17日 42 人 講義 スポーツ推進委員に求められる役割について
ステーション

和歌山県 田辺スポーツパーク体育館 平成29年03月12日 25 人 講義 平成27年度スポーツ推進委員リーダー養成講習会に参加して
グループワークスポーツ推進委員に求められる役割～地域の課題を踏まえて、今、何をすべきか～

岡山県 岡山県生涯学習センター 平成29年03月12日 66 人 講義Ⅰ スポーツ振興の変遷と岡山県スポーツ推進委員協議会の組織について
講義Ⅱ スポーツ推進委員の資質と役割について
グループワークスポーツ推進委員の資質向上のための活動や研修内容

広島県 広島県立総合体育館 平成28年08月07日 105 人 施策説明 スポーツ推進計画等について
講演 新時代のスポーツ推進委員とは

山口県 美祢市伊佐公民館　ほか 平成28年07月02日 282 人 講演 スポーツと心
ほか5日程 認知症を理解しよう

出務について
初任者フォローアップ
スポーツ推進委員の役割

実技 ワンバウンドふらばーるボールバレー、エスキーテニス、救急救命講座、ミニテニス
徳島県 藍住町民体育館 平成28年07月03日 39 人 講義 スポーツ推進委員の役割

実技 新阿波踊り体操
香川県 高松市牟礼総合体育館 平成28年05月29日 100 人 講義 スポーツ基本法とスポーツ推進委員の役割

実習 ファミリー健康体力向上事業アドバイザー養成講習
愛媛県 愛媛県武道館 平成28年08月27日 41 人 講義 スポーツ振興の変遷とスポーツ推進委員の役割

グループワーク考えよう、スポーツ推進委員って何？
実習 普通救命講習
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県 開催場所 開催日時 内容参加人数
高知県 高知県立障害者スポーツセンター 平成28年07月31日 31 人 講話 スポーツ推進委員の資質と役割

講義 障害者スポーツについて
実技 卓球バレー、風船バレー

福岡県 福岡県立スポーツ科学情報センター 平成28年06月26日 155 人 研修Ⅰ 福岡県スポーツ推進計画とスポーツ推進委員
（アクシオン福岡） 研修Ⅱ 県スポーツ推進委員協議会の組織とその充実について

実技研修 ニュースポーツの紹介と体験
実技講習 ニュースポーツにおけるアイスブレーキング

佐賀県 多久市体育センター 平成28年07月30日 80 人 講義 スポーツ推進委員の役割
実技 室内雪合戦

大分県 大分市コンパルホール 平成28年07月31日 45 人 講義Ⅰ スポーツの新しい動向とスポーツ推進委員に求めらるもの
演習 地域の課題とスポーツ推進委員の具体的な役割
講義Ⅱ スポーツ活動における事故防止について
実習 救急講習

宮崎県 KIRISHIMAツワブキ武道館 平成29年02月19日 112 人 実技講習 元気高齢者のための運動支援講座Ⅱ
ながら運動

講習 アンケートに基づく講習
沖縄県 那覇市民体育館 平成28年06月18日 112 人 開講式 スポーツ推進委員としての心構えについて

伝達講習会 スポーツ推進委員制度及び組織について
生涯スポーツ推進とスポーツ推進委員
スポーツ推進委員の資質向上について

グループワーク

合計： 2,618 人


	事業内容

