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2 0 2 2 年度宇美町スポーツ少年団基本方針（ 案）  

 

１ ． 青少年を取り 巻く 現状と スポーツ少年団 

①子ども たちの体力低下 

１ ） 小学生の体力は史上最低を記しました 

 子ども 達の体力の低下に関しては、 深刻な問題と してこ こ数年マスコミ で頻繁に取り 上げられて

います。 文部科学省の調査によると 子ども達の体力は、 1975 年頃から低下傾向が見られ、 1985 年

頃から全ての測定項目で低下が始まり ました。 こ こ数年様々な取り 組みによって若干の回復傾向が

見ら れていましたが、 新型コロナウイルス禍による様々な活動自粛等の影響もあり 、 昨年度スポー

ツ庁の調査で史上最低を更に更新し関係者に衝撃を与えました。  

 

２ ） 体力の二極化が更に進行し ています 

 また、 同調査によると 、 ゲームやインターネッ ト ・ スマホに代表さ れる室内遊びの傾向がいよい

よ顕著と なっています。 また、 塾や習い事に通う 子どもの増加により 、 運動をよく している子と ほ

と んどしない子に二分化が更に進行しているこ と が報告さ れ、 こ れら子ども達の体力には、 大きな

格差（ 体力の二極化） が生じているこ と が明らかと なっています。  

 

３ ） スポーツ少年団に所属する団員の体力は健全な状況を保っています 

 一方、 日本スポーツ少年団の調査では、 スポーツ少年団に所属する団員の体力は、 1975 年頃の

団員と 比較してほと んど変わら ないこ と が明らかと なっています。 つまり 運動習慣のある子の体力

は決して落ちていないと いう こ と であり 、 それを実践しているのがスポーツ少年団だと いえます。  

 

②子ども 達の心を育てる 取り 組み 

１ ） 核家族化や保護者共働きの増加による家庭教育力の低下 

 社会の変化に伴い、 子ども達を取り 巻く 環境も大きく 変化しています。 核家族化や保護者共働き

の増加による家族と 過ごす時間の減少等の影響により 、 本来家庭において学ぶべき人間関係の基本

が、 同居祖父母の不在や、 兄弟姉妹の減少、 しつけの不徹底などにより 十分になさ れないまま、 子

ども 達が大人と なり 、 社会に出て活動する上で大きな問題と なっています。  

 家庭教育力の後退は、 社会通念やモラルの低下につながり 、 引きこ もり やニート に代表さ れるよ

う な「 孤立化」 に至る危険性をはらんでいます。  

 

２ ） 地域子ども 会への参加率低下等による地域教育力の低下 

 また、 家庭教育力だけにと どまら ず、 地域教育力も低下しています。 青少年の健全育成を担って

いるはずの地域が、 子ども達の心の成長に寄与できなく なってきています。  

地域子ども会への参加率も年々低下しており 、 こ れらのこ と は、 子ども 達のコミ ュニケーショ ン

能力を低下さ せ、 感動する心や歓び・ いたわり ・ 優しさ などと いった子どもの時期に醸成さ れるべ

き精神的な成長を阻害する結果を招いています。  
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３ ） 子ども 達の心を育てるスポーツ少年団の重要な役割 

 スポーツ少年団は、 全ての子ども 達に開かれた組織です。 様々な年齢の子どもや大人が一緒に活

動するこ と で、 家庭や学校ではできないこ と を経験し、 社会性を身に付けるこ と ができます。  

また、 スポーツ少年団は、 スポーツ活動だけにと どまら ず交流活動や学習活動、 社会活動などを

推奨しており 、 こ れら も子ども 達の心の成長に欠かせないものです。 そして、 スポーツはルールを

守ること によって成立するものであり 、 集団で体を動かすこ と を通じて、 子ども達の健全な育成を

日常生活以上に促す効果があり ます。  

 以上のこと から も、 子ども達の心を育てる上で、 今後もスポーツ少年団が果たす役割はより 一層

大きく なっています。  

 

③幼年期から 青少年期までのスポーツを担う  

１ ） 未就学児に対するアプローチ強化 

 日本スポーツ少年団では、 平成29 年度より 3 歳児から 団員登録が可能と なり 、 19 才までを団

員・ リ ーダーの対象（ 20 歳以上のシニアリ ーダーは指導者資格に移行し指導的立場での関わり と

なり ます。） と しています。 また、 多く の単位団が、 小学生の卒業をもって卒団の形態をと ってお

り 、 中高生の受け皿に成り 得ていない現状があり ます。  

 昨今の小学生を見ていると 、 上手にボールを投げられない子や、 真っ直ぐに走るこ と ができない

子、 リ ズミ カルにジャンプができない子を見かけるこ と も多く なっています。  

 こ のよう な状況に対応するために、 幼児期（ 未就学児） の子ども達に、 運動するこ と の楽しさ 、

おも しろさを伝え、 小学生の時にスト レスなく スポーツ活動に入っていけるよう にするこ と が大切

です。 そのためには、 スポーツ少年団の対象年齢に未就学児を加え、「 アク ティ ブ・ チャイルド ・

プログラ ム（ A・ C・ P）」 や「 各種レク リ エーショ ン活動」 をと おして運動あそびの楽しさ を幼児と

共に保護者にも伝えていく こ と は、 極めて重要なこと です。  

 宇美町スポーツ少年団では、 平成27 年度より 全国に先駆けて未就学児の町団への団員登録を行

ってきました。 今後、 指導者・ 母集団研修会やリ ーダー研修の場で、 A・ C・ P等を取り 入れ、 未就

学児に対して適切な指導が行えるよう 指導者・ リ ーダーの資質向上を図り ます。  

また、 ジャンプタイムスを町内の保育園・ 幼稚園を通じて保護者に配布し、 スポーツ少年団への

理解と 未就学児の入団を推進します。  

 2022 年度は未就学児の登録は、 未就学児対象の事業がまだほと んどないため、 引き続き町団ま

での登録と し、 日本スポーツ少年団への登録は見合わせるこ と と します。  

 

２ ） 中高生の加入促進と リ ーダー養成 

 一方で中高生の加入を促進するこ と 、 そしてその中から リ ーダーを養成するこ と は、 中高生の居

場所づく り や、 多世代の子ども 達の交流の場の創出につながり 、 社会におけるスポーツ少年団の重

要な役割であると 考えられます。  

 こ のよう に、 幼児から青少年期の子ども達を、 スポーツを通じてより よく 健全に育成するために

は、 学校、 行政、 競技団体及び地域社会と の緻密な連携が不可欠です。 したがってこ れら子ども、

保護者、 社会から のニーズに応えられるシステムや組織作り がこ れからのスポーツ少年団に必要で

あり 、 その実現に向けては、 なにより 指導者のリ ーダー育成への理解が大切です。  

 また、 部活動改革の議論も進んでおり 、 中学校・ 高校部活動の地域の受け皿と しての役割も大き

く なってきます。  
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④子ども 達のニーズに応える 組織を作る 

１ ） 子ども 達の適性を伸ばすこ と も 大切なこ と です 

 スポーツ少年団の役割は、 スポーツエリ －ト の養成、 競技スポーツへの入口、 スポーツタレント

の発掘と 考えている指導者や保護者も少なく あり ません。 確かにスポーツの現場では、 そのよう な

側面を全て否定するこ と ができないこ と も事実です。 実際子ども達のスポーツニーズと して、 競技

指向の強い子もいますし、 才能を持った子も数多く 存在します。 こ れらの子ども達の適性を伸ばす

こ と も大切なこと です。  

 こ こ数年宇美町スポーツ少年団からも優秀なスポーツ選手が数多く 育ってきています。 全国区で

活躍できるト ッ プアスリ ート やプロ選手も輩出し、 私たちに大きな期待と 喜びをも たらせてく れま

した。  

 

２ ） 一部のエント リ ーを育てるこ と や、 試合に勝つこ と だけに固執する こ と の危険性 

 しかしながら、 こう した一部のエリ ート を育てるこ と や、 試合に勝つこ と だけに固執してしまう

と 、 その時期限り の成果を求めるこ と と なり 、 子どもの心身に必要以上の負荷をかけ、 燃え尽き症

候群（ バーンアウト ） や運動嫌いに拍車を掛ける要因と なってしまいます。  

 また、 年間を通じて公式戦やリ ーグ戦・ カッ プ戦・ 練習試合等多く の試合が組まれ、 年間100 を

超える試合数をこ なしている単位団も珍しく はあり ません。 しかし、 子どもの体は、 1 日に 3 試合

以上あるいは年間100 回もの試合に耐えられるよう にはできていません。 スポーツ傷害を引き起こ

して壊れてしまいます。  

 

３ ） 保護者の負担軽減 

 保護者のニーズにしてもしかり です。 自分の子どもが試合に出る・ 出ないに係わらず、 休日の多

く を試合の送迎に費やされ、 早朝から夕刻まで拘束さ れるこ と に対して、 ギブアッ プ寸前の保護者

も大勢います。 現実問題と して、 そう した単位団への加入を敬遠する結果を招いているこ と も良く

耳にします。  

 地域の中で「 あのク ラブは親の負担が大変らしいヨ ！」 と いったう わさ が広まってしまう と 、 リ

ーダー達がどんなに後輩や低学年の子ども達に声をかけ、 熱心に勧誘を行ったと しても、 団員を増

やすこと は、 大変難しく なってしまいます。 こ のこと が子どもにスポーツをさ せたく ても、 保護者

が二の足を踏んでしまう こ と につながっているこ と を忘れてはなり ません。  

 

４ ） 女子団員の拡大と 魅力ある単位団を目指す 

 宇美町スポーツ少年団では、 男子に比べて女子の団員数が少ないのが現状です。 令和4 年1 月末

日時点で、 男子の登録団員数470 人に対し、 女子の登録団員数は、 225 人と なっています。  

 5・ 6 年生に限って言えば、 男子の場合全児童の約4 割が加入し、 かなり 高い数値を示してお

り 、 多く の子ども 達が活動に参加していると 言えますが、 女子は約2 割にと どまっています。 こ の

こ と は単位団を維持していく 上でも深刻な問題と なっています。  

 団員の拡大のために、 現在スポーツ活動をやっていない子ども達に、 スポーツ活動を通じた楽し

さ ・ 歓び・ 感動を伝えていく と と もに、 魅力ある活動と と もに、 魅力にあふれた単位団づく り を進

めていく こと が大切です。  
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５ ） 多世代、 他指向への対応をめざす 

 前述のよう な、 幼児から高校生まで、 そして保護者までも対象と して加え、 動きづく り や楽しむ

スポーツから 競技スポーツまでと いった、 多世代、 他指向への対応をスポーツ少年団は考える時期

にきています。 そして、 子ども 達の将来を見据えた長期的な運動プログラムの作成と 育成システム

を、 スポーツ少年団を中心に地域に構築していく こと が今後重要な課題と なってきます。  

 

⑤交流活動を通じ て広い視野を持った人財を育成する 

１ ） 国内及び国際的なスポーツ交流事業の重要性 

 現代社会では、 様々な個性が尊重され、 個人の発した情報が瞬時に世界を駆けめぐる時代です。

今後このよう な状況はさらに加速さ れ、 国境などと 言う 概念は薄れていく と 考えら れています。 そ

のよう な社会変化の中、 スポーツ少年団が行ってきた人と 人が直接ふれあう 国内及び国際的なスポ

ーツ交流事業は今後さ らに注目されていく でしょ う 。  

 事実、 様々な交流活動を行ってきた市町村や都道府県のリ ーダー会は、 確実なまと まり をみせ、

活動が活性化していると こ ろが多いと 報告さ れています。 青少年の国際交流活動が人、 文化、 ある

いは言葉、 心などのふれあいから、 より 広い視野を持った人間形成に役立っているこ と は容易に想

像できます。 これは、 交流活動が人を育て、 組織を育てる重要な機会になっているこ と の証である

と 言えます。  

 

２ ） 宇美町スポーツ少年団が行ってきた国際交流活動 

 宇美町スポーツ少年団でも「 国際感覚豊かなリ ーダーの育成」 を目的に、「 う みだすこ日韓青少

年スポーツ交流事業」 や日本スポーツ少年団が主催する「 日独スポーツ少年団同時交流事業」・「 日

中スポーツ少年団団員交流事業」 で国際交流を行ってきました。  

 こ れまでに交流を行ってきた韓国野球チームが近隣の市町で合宿を行う など国際交流活動を行う

チャンスも増えています。  

また、 以前交流を持った韓国のテコンド ウのクラ ブが宇美町を訪れ、 空手道と の異種目交流にも

取り 組んできました。 また、 韓国ソ ウル市の少年野球チームが宇美町を訪れ野球交流も行ってきま

した。  

 福岡県は今後アジアの玄関口と して益々発展していく と 思われます。 こ う した交流の機会を活用

すること で、 青少年期に外国人と の接し方を学習し、 外国人の生活習慣に触れてみる等の体験は、

将来国際人と なるための大きな財産と なる事でしょ う 。  

 新型コロナウイルス感染症の影響でしばらく は国際交流活動も難しい状況が続く こ と が予想さ れ

ますが、 国際交流活動の再開に向けての情報収集及び準備を進めていきます。  

 

３ ） スポーツ少年団共催事業と して種目別の各種交流大会の重要性 

 スポーツ少年団共催事業と して種目別の各種交流大会が開催さ れています。 大変多く のチームが

参加する大会もあり 、 会場の確保や運営面でも苦労に耐えないと 思いますが、 それぞれの場面で他

市町村と の交流人口を増やす取り 組みは、 宇美町民の民意向上につながると と もに、 経済効果も合

わせて将来のまちづく り に大きな効果を発揮します。  

 スポーツ少年団本部と しても 、 こ れら様々な交流活動に対して支援の方法や交流の持ち方等を検

討しながら、 これら交流活動を大切に育てていく こと が必要であると 考えています。 スポーツ少年

団本部からの賞状も準備していますのでご活用く ださ い。  
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 また、 今年度は「 元気う み創造プロジェク ト 事業」 でスポーツ少年団の各単位団で各種事業も計

画さ れています。  

 スポーツ少年団本部と しても 最大限サポート を行っていく と と もに、 新たな事業の申請に関して

もサポート 体制と 整えていきます。  

 

２ ． 2 0 2 ２ 年度宇美町ス ポーツ少年団が目指すも の 

①はじ めに 

１ ） 宇美町スポーツ少年団の登録状況 

 平成8 年3 月3 日に設立総会を開催し、 2022 年度は発足から 28 年目を迎えます。  

発足当時は、 町内の少年スポーツ団体の 24 団体が加盟し、 団員数781 名、 指導者数約97 名でし

たが、 令和4 年1 月末時点で、 13 種目26 の単位団が加盟し、 団員約695 名、 指導者数172 名が登

録しています。 そのう ち指導者については、 日本スポーツ協会公認スポーツリ ーダー資格所有者が

125 名、 内ジュニアスポーツ指導員5 名が登録しています。  

 人口5 万人以下の自治体では、 団数・ 団員数・ 指導者数( 公認有資格者数)と もに全国ト ッ プク ラ

スに位置しており 、 宇美町の子ども達にと っては、 選択肢も増え自分がやり たい種目に取り 組める

など、 子ども 達を取り 巻く スポーツ環境はかなり 高いレベルにあると 言ってよいと 思われます。  

 令和２ 年度に新型コロナウイルス感染症の影響で、 1 割近く 団員が減少しましたが、 現在は団員

数も 徐々に盛り 返してきている傾向が見られます。  

 

２ ） 団員減少の流れに歯止めを 

 少子化が一層進行する中で、 全国至る所で団員の減少や単位団の消滅と いった問題が多数発生し

てきています。 魅力あるプログラムを実践できていない単位団や、 旧態依然の指導しかできていな

い単位団は、 団員が離散して消滅するこ と も多々あり ます。 こ のこ と は宇美町スポーツ少年団にと

っても例外ではあり ません。  

それぞれの単位団の所属団員をみると 、 団員が多く 登録している団と 、 少ない団の差が開いてき

ています。 指導者協議会で団員が増えている単位団の要因などを分析し、 全ての単位団で共有する

こ と が大切です。  

 今後、 各単位団の基盤を強化しつつ、 全ての子ども達がスポーツに接する機会を増やし、 スポー

ツ活動を通じた青少年の健全育成に指導者と 母集団が力を合わせて取り 組んでいきましょ う 。  

 前述の青少年を取り 巻く 現状と スポーツ少年団を踏まえて、 宇美町スポーツ少年団の理念と して

以下の 3 つを揚げます。  

「 一人でも 多く の青少年にスポーツの歓びを提供する 。」  

「 スポーツを通じ て青少年のこ こ ろと から だを育てる 。」  

「 スポーツで人をつなぎ、 地域づく り に貢献する 。」  
 

②指導者の資質向上と 有資格指導者数の拡大を目指して 

１ ） 有資格指導者の増員をはかる 

 「 我々は、 学ぶこと をやめたと き、 教えること をやめなければならない。」 と いう 言葉をご存知

だと 思います。 サッ カーフランス代表チームを率いた、 ロジェ・ ルメ ール監督が言った名言です。

指導者は、 指導技術や理論を常に学習し、 自らの資質の向上のために研鑽を続けるこ と が要求さ れ

ます。 実際に昭和の時代まで取り 組まれていたト レーニング方法では、 現在にほと んど通用しない
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ばかり か、 間違ったト レーニング方法と して非難されるこ と も多々あり ます。  

 宇美町スポーツ少年団は、 平成16 年度より 日本スポーツ少年団に加盟しています。 以来13 回に

わたって宇美町スポーツ少年団が実施した認定員養成講習会兼スポーツリ ーダー養成講習会におい

て、 公認資格である日本スポーツ協会スポーツリ ーダー資格所有者が 125 名に至り ました。  

現時点で、 登録指導者の約80％以上が公認有資格指導者と いう こ と になり ました。 各単位団で

平均すると 約5 人が公認有資格指導者登録をしているこ と になり ます。  

 また、 スポーツリ ーダー資格を所有するこ と で、 指導者が望めばさ らに上級の資格（ 各競技別の

指導員資格・ ジュニアスポーツ指導員資格等の日本スポーツ協会の公認資格等） を取得できる道も

開けています。 スポーツリ ーダー資格を有する指導者は、 スポーツ少年団に限らず、 中・ 高生や社

会人層の指導も行えます。  

今後スポーツ少年団の指導者を中心に、 例えば総合型地域スポーツクラ ブの指導者や、 中・ 高校

の部活動の外部指導者等でも活躍が期待さ れるこ と になり ます。  

今後、 公認資格を有さ ない人は、 子ども達の指導ができない仕組みになるこ と も検討されていま

す。  

来年度末で日本スポーツ少年団の指導者登録制度完全移行さ れるこ と になり ます。 新しい制度の

下で公認資格を有する指導者の育成も進めていく 必要があり ます。  

スタート コーチ（ スポーツ少年団） 資格取得のための講習会を宇美町で開催しますので、 新たに

公認資格を取得しよう と 考えている指導者は参加をお願いします。  

少年を指導する際の必要最低限の知識と 理論を取得するこ と は、 指導者と しての義務です。 指導

者は、 未来ある子ども 達の「 命」 を預かっていること を、 真摯に受け止めて頂きたいと 思います。  

 また、日本スポーツ少年団では、平成27 年度から 各単位団に複数人の有資格指導者の配置を義務

付けています。  

 こ の公認有資格指導者を増やす取り 組みは、 指導者の絶対数の拡大を目指すにあたり 、 大きな意

義を持ってきます。 各単位団で一人の指導者が指導できる団員数には限り があり 、 こ れまでも複数

の指導者による指導を呼びかけてきました。 そう した中スポーツ少年団では、 育成母集団のメ ンバ

ーが子ども達と 共にスポーツ活動を行っていく 中で、 自然な形で指導者の道を歩み出すケースが多

く なっています。  

しかし、 こ のよう なケースでせっかく 指導者登録まで行っていたにもかかわらず、 自分の子ども

が単位団を卒部すると 同時に指導も辞めてしまう 人が少なく あり ません。 そう した指導者に指導を

続けても らう には、 やはり その指導者が単位団から必要と さ れる人材になるこ と はもちろん、 指導

者と しての意識付けや動機付けが大切になってきます。 公認資格の取得や各種研修会などで学習の

機会を提供し、 指導者と してのスキルアッ プを図るこ と で自信と 誇り を持ち、 スポーツの指導を通

じて自分自身も成長していると 実感できるよう になると 、 複数人の指導者の確保に関して、 また生

涯スポーツ人口の拡大にも大きく 道が開けてく るものであると 考えられます。  

 

２ ） 指導者協議会の活性化をはかる 

 平成19 年度に、 指導者協議会が発足して今年で 16 年目を迎えます。 指導者協議会は、 指導者の

資質を高めるために、 町スポーツ少年団で開催する指導者研修会の企画をはじめ、 さ まざまな研修

会等の情報を素早く 伝達すると と もに、 指導者同士の親睦を深め、 子ども達の指導法や単位団の運

営等の情報交換を行う など、 指導方針を確認しあう 場と して重要な組織と いえます。 指導者の活発

な意見交換の場と しても活用していきます。  
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３ ） 指導者・ 母集団研修会を開催し、 指導者及び母集団の資質向上をはかる 

  こ れまで行ってきた指導者研修会については、 指導者と 母集団（ 保護者を含む） の双方が参加で

きるよう な講演会（ 講習会） 形式の研修を計画しています。  

 2022 年度は、 第1 回研修会を新しく 取り 入れら れる「 運動適正テスト Ⅱの実技講習会」 と して 6

月に開催する計画です。 各単位団より 公認資格を有する指導者2 名の参加をお願いします。  

 また、 第２ 回研修会は、 宇美町スポーツ協会・ ふみの里スポーツク ラブ・ スポーツ推進委員と の

共催事業と して、11 月に宇美町スポーツフェスタの開催を計画し、前夜祭において宇美町スポーツ

少年団ＯＢ でデフサッ カー日本代表ＧＫの松元卓己氏をお招きして公開講演会を企画していますの

で、 育成母集団役員の皆様も多数の参加をお願いします。  

 

③中高生のスポーツ活動の促進と リ ーダー養成 

１ ）  リ ーダー会を活性化し、 単位団で活躍できる リ ーダーを育てる 

 退団、 卒団などによって、 多く の中学生はスポーツ少年団に残らず、 学校の部活動等でスポーツ

活動を実践しています。 しかし、 近年部活動の廃部や休部が相次いでいます。 また、 中学生の部活

動への加入率が急激に減少しています。 そう した中で、 スポーツ少年団は、 中学校や高校に進学し

てスポーツ活動ができなく なった子どもや、 地域の中で引き続きスポーツ活動を行いたいと 願う 子

ども の期待に応えていく 必要があり ます。  

 こ う した現状の中で、卒団せずに活動を続ける中学生以上の団員がいます。それがリ ーダーです。

単位団にと って、 小学生団員と 指導者と の間に入ってパイプ役と なり 、 子ども達の相談相手と なり

指導者予備軍と して指導をサポート してく れる中高生の団員の存在は大変あり がたいものです。  

また、 宇美町でも単位団独自でリ ーダー会を設置し、 各種お楽しみ会やレク リ エーショ ン・ 合宿

等の企画立案・ 運営、 指導者のサポート 等にと どまらず、 リ ーダーがＡ・ Ｃ・ Ｐ を実践している単

位団も出てきました。  

 平成 27 年 8 月 2 日に発足会を開催し、念願の宇美町スポーツ少年団リ ーダー会（ ＵＬ 会） が 15

名の会員でスタート し まし た。 その後会員を拡大し、 現在約 30 人の会員で、 活動を行っていま

す。  

今後、 積極的な会員募集を行い、 仲間を増やしていく 計画です。 会員の拡大に対し 指導者・ 育

成母集団役員の方々のご理解と ご協力をお願いします。  

福岡地区交流事業、 福岡県リ ーダー研修会、 九州ブロッ ク スポーツ少年大会・ 全国スポーツ少

年大会など各種交流活動にも 積極的に派遣し ていきます。  

 

２ ） 福岡県リ ーダー会と 連携し 、 本部事業や各単位団で活躍できるリ ーダーを育てる 

 地域の中で中高生の受け皿と して、 また、 単位団で活躍できるリ ーダーを育成し、 将来の指導者

を自らの手で育てていく ために、 福岡県スポーツ少年団リ ーダー会と 連携して、 活動の質を高める

と と もに、 シッ プス活動交流会や、 ジュニアリ ーダースク ール等の本部事業での企画・ 運営を行い

ます。 また、 各種リ ーダー研修事業を通じて県内及び九州各県のリ ーダーと 情報を共有し、 各単位

団での活動に役立てていけるよう に育成します。  

 

３ ） シニアリ ーダー資格取得を推進する 

 また、 高校・ 大学生世代（ 20 歳未満） に至っては、 次期指導者と しての立場と なるシニアリ ーダ

ーと しての活動が期待されています。 ジュニアリ ーダー資格を有している高校・ 大学生世代の団員
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に参加資格がある日本スポーツ少年団が主催しているシニアリ ーダースク ールは、 今年はリ モート

での受講が計画さ れています。 高校一年生時に受講するこ と をお勧めします。 シニアリ ーダー資格

を取得していると 、20 歳になったら スタート コーチ資格に移行されます。受講料も全額支給さ れま

す。 また、 日独スポーツ少年団同時交流への派遣に必要な単位数が確保さ れ、 ド イツへの派遣の道

も開けますので、 是非各単位団から推薦してく ださい。  

 

④子ども 達の体力・ 運動能力の向上をはかる  

１ ） 新しいト レーニング法を研修し、 指導現場での活用をめざす 

 幼児期から 小学生期にかけては、 感覚の発達や、 神経・ 筋コント ロール能力の向上が著しく 、 12

～13 歳までにほぼ成人の水準に近く なり ます。また、同じ動作の繰り 返しはスポーツ障害を引き起

こ す原因と なり ます。 したがって小学生団員を対象と する場合には、 主と なるスポーツ活動だけで

なく 、 移動系・ 操作系・ 平衡系の動作など様々な動きを含む多彩な運動プログラムの実践や様々な

スポーツを経験するこ と が重要です。 そして、 それらを子ども達が自ら進んで楽しく 行えるよう な

指導上の工夫や配慮が必要と なってきます。  

 こ れら の要素全てを含んだコーディ ネーショ ント レーニングの普及にこ れまで取り 組んできまし

たが、 普及が思う よう に進んでいません。 そこ で、 文部科学省が日本スポーツ協会と 日本スポーツ

少年団に委託して普及を進めているアク ティ ブ・ チャイルド ・ プログラム（ コーディ ネーショ ント

レーニングの要素を含み、 より 運動遊びの要素を多く した運動遊びのプログラム） の宣伝と 普及に

取り 組み、 単位団での活用を目指します。  

 

２ ） 体力テスト の年間複数回開催を推進し安全で適正な指導をめざす 

 宇美町スポーツ少年団では、 各単位団において年１ 回以上の運動適性テスト の実施を推奨してい

ます。 令和3 年度は団員488 名の実施（ 3 月31 日現在） が報告さ れています。 しかしそのほと んど

が年１ 回の実践にと どまっているのが現状です。 年間で複数回の実践の推奨と 、 テスト の持つ意味

を周知し、 テスト 実施後の個々の子ども達へのアド バイスを充実さ せ、 活動プログラムを見直すこ

と で、 子ども の体力の更なる向上を図り ます。  

 令和 4 年度は体力テスト の方法が変更と なり ました。 6 月の第 1 回指導者・ 母集団研修会で、 新

しい運動適性テスト Ⅱの実技講習を行う 予定です。 各単位団より 有資格指導者２ 名に受講していた

だき正確な測定を行う と と もに、 安全で適正な少年団活動に役立ててい頂きたいと 願っています。  

 

⑤各種事業の充実 

１ ） 運動適性テスト Ⅱ（ 体力テスト ） の充実と 成果を活かす 

 全単位団に公認有資格指導者が配置できたこ と を踏まえて、 各単位団において体力測定会を実施

しています。  

 体力測定会は、 定期的な実施によって、 子ども達が 1 年間でどれく ら い体力が増進したかを検証

し目標設定に役立てる。 また、 指導者が団員の体力を正確に把握し、 団員の体力に合わせた安全な

技術指導等を行っていく 上でも 重要な活動です。 今後は、 年一回の測定ではなく 、 是非複数回の実

施をお願いします。 また、 実施結果を活用するソ フト は、 日本スポーツ協会のホームページからダ

ウンロード できますし、 それが困難でしたら、 事務局にデータを提出いただきますと 、 グラフ化し

て単位団にフィ ード バッ ク しますので、 是非ご活用く ださ い。  

 なお、 運動適性テスト Ⅱの実技講習会は６ 月に開催しますので、 各単位団より 公認有資格指導者
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2 名の参加をお願いします。  

 

２ ） シッ プス活動交流会（ 全体交流会） を通して交流の輪を広げる 

 「 シッ プス活動交流会」 は、 小学4 年生以上の団員を対象に、 各種レク リ エーショ ン体験や大縄

跳び・ 五本綱引き等を実施します。 シッ プス活動交流会で経験したこ と を、 各単位団でのレク リ エ

ーショ ンに取り 入れるなど活用して頂きたいと 思います。 また、 リ ーダー会員達が学習してきたス

キルを活かせる場にしていきます。  

 シッ プス活動の開催と 合わせて、 大塚製薬の協賛を得てシッ プス活動交流会が終了した後に、 熱

中症予防のための学習会を行う 予定です。  

 

３ ） ジュニアリ ーダースク ールの参加者拡大を 

  ジュニアリ ーダースクールは、 日本スポーツ少年団公認のプログラムを取り 入れ、 公認ジュニア

リ ーダーの認定証と 認定ワッ ペンを交付すると 共に、 リ ーダー達が率先して活躍できる場と しても

位置づけていきます。  

また、シニアリ ーダー研修等上位研修につながる研修会と して位置づけ、内容の充実を図り ます。

今年度も 会場は、 篠栗町の社会教育総合センターにて二泊三日で実施し、 参加しやすい研修会にし

ます。  

 ジュニアリ ーダースクールに団員を参加さ せている単位団では、 団員の増加や活動の充実等確実

に成果が出ています。 コロナ禍により 二年連続で開催できなかったため、 今年度は 20 単位団から

50 人の参加を目指します。 リ ーダー会員達が学習してきたスキルを活かせる場にしていきます。  

 

⑥教育宣伝活動の充実と 団員の拡大に向けて 

１ ） ジャンプタイムスの年間３ 回発行（ 全小中学生・ 教員、 保育所等に配布） 及び新ホームページ

の運営、 更に広報「 う み」 と の連携。 Ｓ ＮＳ を活用して団員拡大を目指す。  

 多く の子ども達や保護者にスポーツ活動の素晴らしさ や歓びを伝えていく ために、 教育宣伝活動

を充実さ せていく こと は大変重要な意味を持っています。  

こ れまで年間3 回（ 昨年・ 一昨年は年二回発行） 宇美町スポーツ少年団の機関紙であるジャンプ

タイムスの発行を行い、 町内のすべての小中学生と 教師、 また、 保育園や幼稚園の保護者向けに約

5,200 部を配布してきました。  

 団員の拡大に向けて、 各単位団の魅力的な活動や取り 組み・ 試合の結果等、 元気に活動している

団員の姿を多く の小中学生に伝え、 スポーツ仲間を増やしていきましょ う 。 できるだけタイムリ ー

な内容を伝えたいと 考えていますので、 事務局に写真と 記事をどしどし投稿してく ださ い。  

 また、こ れまで宇美町役場のホームページを間借り する形でホームページを運営してきましたが、

令和2 年度に宇美町スポーツ少年団独自のホームページを立ち上げました。  

 役場のホームページも残しますが、 新たなホームページには、 より 多く の情報を掲載すると と も

に、 各単位団が運営するＳ ＮＳ のリ ンク も登録し、 相互作用を促していく 予定です。  

 また、広報「 う み」 や宇美町スポーツ少年団の Facebook ページなどのＳ ＮＳ も宣伝活動の一つと

して活用していきます。  

 

２ ） スポーツ少年団未加盟団体の加盟を促進する 

 町内にはサッ カー・ 新体操・ テニス・ 少林寺拳法・ ダンス等少年を対象と するスポーツク ラブが



- 20 - 

 

活動しています。 スポーツ少年団と しても、 対象と なる競技種目を拡大し、 選択肢を増やすこ と は

大変重要な課題と 言えます。 今後、 スポーツ少年団への加盟促進を積極的に進めていきたいと 考え

ています。  

 

⑦福岡地区・ 県・ 九州ブロッ ク ・ 全国の事業への積極的な参加 

１ ） 福岡地区・ 福岡県スポーツ少年団主催各種目別交流大会への積極的な参加 

 福岡地区スポーツ少年団では、 各種交流大会や、 駅伝交流大会を開催しています。 また、 福岡県

スポーツ少年団では、 種目別の交流大会を開催しており 、 ジュニアスポーツク リ ニッ ク 等のプログ

ラムも合わせて開催さ れる種目もあり ます。 ほと んどの種目はフリ ーエント リ ーで、 参加費も本部

で負担しますので、 多数の参加をお願いします。  

 全国や九州ブロッ ク の種目別交流大会は、県大会の優勝・ 準優勝チームが出場する種目もあれば、

ブロッ ク ごと に派遣枠が決まっている種目があり 、 宇美町の順番になかなか回ってこ ないこ と もあ

り ますが、 順番が回ってきた際には、 参加できる環境を作っていきたいと 考えています。  

 

２ ） 全国及び九州ブロッ ク スポーツ少年大会等への積極的な団員派遣 

  また全国スポーツ少年大会や九州ブロッ ク スポーツ少年大会には、 参加申し込みを行えば、 かな

り の確率で派遣が決定します。県から旅費の半額が支給さ れますし、町本部からの助成も行います。

リ ーダー育成の側面からも団員を積極的に送り 出して頂きたいと 思います。  

 今年度は、 8 月18 日（ 木） ～21 日（ 日） に大分県で九州ブロッ ク スポーツ少年大会が開催さ れま

す。 また、 8 月4 日（ 木） ～8 月7 日（ 日） に鹿児島県で全国スポーツ少年大会が開催さ れます。 全

国・ 九州ブロッ ク スポーツ少年大会は、 リ ーダー会のメ ンバーを優先的に派遣していますが、 リ ー

ダーの扉を開く 意味でも、 小学生団員の参加を促していく 方針ですので、 沢山申し込みをしていた

だきたいと 思います。  

  他にも 福岡地区や県・ 日本スポーツ少年団が実施する指導者のための研修事業にも積極的な参加

を促していきたいと 考えています。  

  組織フロー図に太字で示している事業が特に参加を促す事業ですので、 よろしく お願いします。  

 




