
令和 4年度 

公 認 中 級 障 が い 者 ス ポ ー ツ 指 導 員 養 成 講 習 会 （１） 
開 催 要 項 

 

１． 目 的  パラスポーツの振興および障がい者の健康の維持増進に寄与するために、パラスポーツの指

導について専門的な知識と技能を身につけた指導者の養成を図ることを目的とする。 

２． 主  催  公益財団法人日本パラスポーツ協会 

３． 後  援  公益財団法人北海道障がい者スポーツ協会、北海道障がい者スポーツ指導者協議会 
 

４． 協  力  一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会、 
  一般社団法人札幌市障がい者スポーツ指導者協議会 

一般財団法人札幌市スポーツ協会 
 

５． 期  間  【前 期】令和 4年 10月 5日（水） ～ 9日（日）  

【後 期】令和 5年 1月 18日（水） ～ 22日（日） 

６． 会  場  北ガスアリーナ札幌 46、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）、豊平公園温水プール 

７． 受講対象者   

１）本協会公認の初級障がい者スポーツ指導員の有資格者で、資格認定日が 2020年 10月 5日以前 

の者（初級資格取得後 2年以上経過している者）で、かつ 80時間（10日程度）以上の指導経験を 

有している者（手帳に記録がある）。 

２）前・後期すべてのカリキュラムを履修できる者 

８． 定  員   20名（新型コロナウイルス感染症の状況により調整する場合があります） 

９． 受 講 料   26,000円（前期・後期分） ※支払いは銀行振込とする。振込先は受講決定時に案内 

10. 申込み・問合せ 

以下宛先に、①・②の書面を郵送またはメールにて申込みを行なうこと（FAXでの申込みは不可）。 

①受講申込書（所定の書式のもの） 

②障がい者スポーツ指導者手帳の活動実績証明のコピー（初級資格取得後の活動実績） 

※メールで申し込む場合、件名を「R4年度 中級講習会（北海道） 申込み」とし、活動実績証明は PDFまたは 

画像データで送ること 

 

申込期間：令和 4年 7月 26日（火） ～ 8月 22日（月） 

 

  ◆申込み・問合せ先：公益財団法人日本パラスポーツ協会 スポーツ推進部 山下 冨永 

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6 3F 

TEL：(部直通)03-5695-5420  

MAIL：koshu-entry@parasports.or.jp 

※  

11. 受講者の決定 

１）申込用紙に記載された内容及び活動実績を確認し、受講者を決定する。 

ただし、受講資格を満たした者が定員を超えた場合には抽選を行う。 

２）受講の可否については、本人宛に文書で通知する（申込締切後、14日以内に通知）。 

※申込締切りより３週間を超えて通知が届かない場合は事務局までご連絡ください 

 

 



12. テキストについて  ※支払いは銀行振込とする。振込先は受講決定通知時に案内 

①障がい者のある人のスポーツ指導教本 初級・中級    2,500円（税込み） 

②全国障害者スポーツ大会競技規則集（令和 4 年度版）   1,000 円（税込み） 

13. 傷害保険の加入について 

主催者において講習期間中の受講者に対して傷害保険に一括加入する（保険内容は、死亡・後遺障害

1,000万円、入院日額 5,000円、通院日額 3,000円）。これ以上の補償を望む場合には各自で別途保

険に加入すること。講習会参加にあたり自己の責任において健康と安全に十分留意すること。 

14. 個人情報の取扱いについて 

主催者は個人情報保護に関する法令に遵守し、主催者が定める「個人情報保護規定」に基づき取り扱う。

なお、取得した個人情報は、本講習会関係資料の送付および本事業を実施する際に利用し、これ以外の目

的に個人情報を利用する場合は、その旨明示し了解を得るものとする。 

15. その他 

・本講習会は前期、後期のすべてのカリキュラム受講をもって修了とし、修了証を授与する。 

・講習開始時刻より 10 分以上の遅刻は、欠席扱いになるので十分に注意すること。なお、公共交通機    

関の乱れや遅れが生じた場合は、「遅延証明書」を必ず持参し事務局に申し出ること。 

・宿泊については、各自で手配すること。 

・屋内、屋外における実技の用意は各自でおこなうこと。（受講決定の際にカリキュラム内容に応じて、スポ 

ーツウエア、シューズ、水着等の準備を連絡する） 

・手話通訳者の準備は主催者が行うが、受講キャンセルに伴う手話通訳者への費用発生については、受講 

者の負担とする。 

 

講習内容 

＜講義＞57.0 時間 

①スポーツの意義と価値（演習含む）  3ｈ ⑨障がい者のスポーツ指導における留意点  4.5ｈ  

②障がい者スポーツ指導員としてのキャリア形成  

（演習含む）  3ｈ  

⑩全国障害者スポーツ大会競技の指導法と競技規則（実技）  １2ｈ 

③地域における障がい者スポーツ振興  １.5ｈ  ⑪全国障害者スポーツ大会の歴史と目的・意義  1.5ｈ  

④身体の仕組みと体力づくり 3ｈ ⑫全国障害者スポーツ大会の実施競技と障害区分  3ｈ  

⑤救急処置法（実技）  ３ｈ  ⑬全国障害者スポーツ大会選手団編成とスタッフの役割  1.5ｈ  

⑥リスクマネジメント １.5ｈ  ⑭補装具の理解 1.5ｈ  

⑦スポーツ心理学Ⅰ １.5ｈ  ⑮発育・発達に応じた指導法  3ｈ 

⑧障がい各論（身体障がい、知的障がい、精神障がい）  １2ｈ  ⑯最重度の障がい者のスポーツの実際  

（重症心身障がい児・者を含む）  1.5ｈ  

※上記、講習カリキュラムの実施日時については、受講決定の際に通知する。 

  

 

・本研修会は当協会が定める「講習会・研修会開催における新型コロナウイルス感染症対策」に 

沿って実施する(https://www.parasports.or.jp/news/detail/20220405_005078.html)。 

・受講者は講習会 14 日前より体調チェックシートの記入、当日に提出すること。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止や変更（日程や定員の削減、オンライン 

配信による研修会の実施等）が生じることがある。 

 

以 上 

 

 



1６．会場案内図  

◆北ガスアリーナ札幌 46  住所：札幌市中央区北 4条東 6丁目 

 https://www.sapporo-sport.jp/chuo-g 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆北海道立総合体育センター（北海きたえーる）  住所：札幌市豊平区豊平 5条 11丁目 1番 1号 

http://www.kitayell.jp/access/access_top.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会場までのアクセス】 

電車： 地下鉄 東豊線「豊平公園」駅 下車。徒歩約 4分 

バス： 「豊平三条十丁目」下車。徒歩約 5分 

 

【会場までのアクセス】 

・地下鉄南北線、東豊線「さっぽろ」駅 22 番出

口から徒歩約 12分 

 

・地下鉄東西線「バスセンター前」 8 番出口から

徒歩約 10分 

 



◆豊平公園温水プール  住所：札幌市豊平区美園６条 1丁目１ 

https://www.sapporo-sport.jp/toyohira-p 

 

 

 

【会場までのアクセス】 

電車： 地下鉄 東豊線「豊平公園」駅 下車。徒歩約３分 

 

豊平公園公園 

温水プール 

北海きたえーる 





令和 4年度 

公 認 中 級 障 が い 者 ス ポ ー ツ 指 導 員 養 成 講 習 会（2） 

開 催 要 項  
１．目 的  パラスポーツ振興にともない、様々な面でより専門的な知識を持ち、指導のできる人材が求めら 

れている。本講習会はすでに公的な資格を持ち、活動しているスポーツ指導員を対象とし、その 

専門性を即戦力として、パラスポーツの普及、推進に活かすために開催する。 
 

２．主 催  公益財団法人日本パラスポーツ協会 
 

３．後 援  公益財団法人日本スポーツ協会 

公益財団法人長野県スポーツ協会 
 

４．協 力  公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会 

長野県障がい者福祉センター（サンアップル） 

長野県障がい者スポーツ指導者協議会 

北信越ブロック障がい者スポーツ指導者協議会  

 

５．期 間  令和 4年 11月１7日（木）～２0日（日） 4日間 

 

６．会 場  ◆長野県障がい者福祉センター サンアップル 

〒381-0008  長野県長野市下駒沢 586 

TEL：026-295-3111 

http://www.avis.ne.jp/~sunapple/ 

 

７．講習内容   21.5時間の講義と、8時間の実技を実施する。 

また、講習後に活動実績報告レポートを提出し、全課程の修了とする。 

  ＜講義＞                                    ＜実技＞   

①障がい各論（11.5ｈ以上）  ①車いすとスポーツ（2ｈ） 

②障がい者スポーツ概論（2ｈ） ②視覚障がい者とスポーツ（2ｈ） 

③全国障害者スポーツ大会の概要（2ｈ） ③脳原性麻痺者とスポーツ（2ｈ） 

④義肢装具の理解（1.5ｈ） ④障がい特性に応じた水泳への導入法（2ｈ） 

⑤地域での障がい者スポーツの取り組み（3ｈ）     ＜活動実績報告＞ 

⑥障がい者にとってのスポーツの価値（1.5ｈ）  レポート提出（講習会後） 

８．受講対象者  

公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者のうち、以下の資格保有者であり、 

初期登録から 3年以上経過している者。 

ｺｰﾁ 1（旧:指導員）、ｺｰﾁ 2（旧:上級指導員）、ｺｰﾁ 3（旧:ｺｰﾁ）、ｺｰﾁ 4（旧:上級ｺｰﾁ）、教師、 

上級教師、ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ指導員、ﾌｨｯﾄﾈｽﾄﾚｰﾅｰ、ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ、ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞﾝﾃｨｽﾄ、 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ、ｽﾎﾟｰﾂ栄養士、ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ、ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ 

 

９．定 員   20名（定員を超えた場合は、抽選といたします）  

 

１０．受 講 料  16,000円 (税込み) 

テキスト代 ①障がいのある人のスポーツ指導教本（初級・中級）    2,500円（税込み） 

②全国障害者スポーツ大会競技規則集（令和 4 年度版）  1,000 円（税込み） 

             ※支払いは銀行振込となります。振込先は受講決定通知時に案内します。 

 



１１．申込み・問合せ 

以下宛先に申込書をメールまたは郵送する。（FAXは不可）。  

※メールで申し込む場合、件名を「R4年度 中級講習会 長野 申込み」とすること。 

申込期間：令和 4年 8月 29日（月）～ 9月 23日（金・祝）＜必着＞ 

 

◆申込み  公益財団法人日本パラスポーツ協会 スポーツ推進部 深澤 冨永 

問合せ先  〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-13-6 3F 

TEL：(部直通)03-5695-5420  

E-mail：koshu-entry@parasports.or.jp  

１２．受講者の決定 

１）申込用紙に記載された内容及び活動実績を確認し、受講者を決定する。 

ただし、定員を超えた場合には抽選を行う。 

２）受講の可否については、本人宛に通知する（申込期間終了後、14日以内に郵送）。 

 

１3．傷害保険の加入について 

講習期間中の受講者に対し、主催者にて傷害保険に一括加入する（保険内容は、死亡・後遺障害 1,000万円、 

入院日額 5,000円、通院日額 3,000円）。これ以上の補償を望む場合には各自で別途保険に加入すること。 

講習会参加にあたり自己の責任において健康と安全に十分留意すること。 

 

１4．個人情報の取扱いについて 

主催者は個人情報保護に関する法令に遵守し、主催者が定める「個人情報保護規定」に基づき取り扱う。なお、 

取得した個人情報は、本講習会関係資料の送付および本事業を実施する際に利用し、これ以外の目的に個人情 

報を利用する場合は、その旨明示し了解を得るものとする。 

 

１5．公認中級障がい者スポーツ指導員の資格申請について 

資格申請は、活動実績レポートの提出後、所定の申請書類の提出と資格申請費用（認定料・申請料 5,500円、 

登録料 3,800円の計 9,300円）の納入をもって完了とする。 

 

１6．その他 

・講習期間中、受講者としてふさわしくない行為があったと認められる場合は、受講が取り消される。 

・講習開始時刻より 10分以上の遅刻は、欠席扱いになるので十分に注意すること。なお、公共交通機関の乱れ 

や遅れが生じた場合は、「遅延証明書」を必ず持参し事務局に申し出ること。 

・講習会には実技が含まれるため、内容に応じてスポーツウェア、シューズ、水着等を用意すること。 

（実施する講習内容や準備物については、受講の決定を通知する際に事務局より連絡する） 

・手話通訳が必要な場合は、その旨を申込書に記載すること。但し、講習１週間前からのキャンセルについては 

キャンセル料を徴収する。 

・宿泊については、各自で手配をすること。 

・修了者には、公益財団法人日本パラスポーツ協会会長名の修了証を授与する。 

 

 

 

 

 

 

 

・本研修会は当協会が定める「講習会・研修会開催における新型コロナウイルス感染症対策」に 

沿って実施する(https://www.parasports.or.jp/news/detail/20220405_005078.html)。 

・受講者は講習会 14 日前より体調チェックシートの記入、当日に提出すること。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止や変更（日程や定員の削減、オンライン 

配信による研修会の実施等）が生じることがある。 



＜会場案内＞ 

長野県障がい者福祉センター サンアップル 

〒３８１－０００８ 長野市下駒沢５８６ 

TEL：026-295-3111 

http://www.avis.ne.jp/~sunapple/access.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




