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動かせ心、つなげ人、
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全国協議会

（SC全国ネットワーク）
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連携

連携

加入 自動加入

9ブロックから常任幹事を選出

都道府県
総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

47協議会から代表委員を選出

加入

SC全国ネットワーク

1 総合型地域スポーツクラブ全国協議会（SC全国ネットワーク）とは

2 SC全国ネットワークの組織

総合型地域スポーツクラブ全国協議会（SC全国ネットワーク）
加入数・加入率の推移
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総合型地域スポーツクラブ全国協議会（SC全国ネットワーク）は、全国で活動する総合型地域スポーツクラブ（総合型
クラブ）の定着・発展を促進するため、その円滑な運営に資する情報交換や交流の活性化を図り、もって生涯スポーツ社
会の実現に寄与することを目的として、平成21年2月に日本スポーツ協会組織内組織として設立されました。
全国で育成されている3,599の総合
型クラブ（準備中団体を含む平成30
年7月1日現在　スポーツ庁調査）の
うち、SC全国ネットワークには、平成
30年7月末時点で47都道府県
2,769クラブが加入しています。
SC全国ネットワークは、47都道府県
に設立された都道府県総合型地域
スポーツクラブ連絡協議会（都道府
県協議会）によって構成されており、
「スポーツを核とした豊かな地域コ
ミュニティの創造」を基本理念として
活動しています。



SC全国ネットワーク

目 的

内 容

平成30年度は、全国９ブロック共通プログラムとして、地域における障がい者スポーツの導入を目指し、「障がい者
スポーツに係る情報提供」を各ブロックの実情に応じた企画により実施した。具体的には、開催県在住のパラアス
リートを招いての講演、ブロック内の特別支援学校や障がい者スポーツ協会の関係者と総合型クラブ運営スタッフ
とのシンポジウム等、様々な形式で実施した。

1

クラブを運営するうえでの課題の共有・解決の糸口を探る

地域社会の変化にともなうクラブ拠点の環境・ニーズに関する情報共有

クラブ間の交流をとおして、各都道府県協議会の連携・協力体制を促進

全国９ブロックでそれぞれ実行委員会を組織し、ブロックごとに特色あるプログラムを検討・開催（年1回）

総合型クラブの情報交換と交流 総合型クラブ育成に関する調査研究

2

３

４

5

6

7

8

総合型クラブの活動支援 総合型クラブの顕彰に関する研究

総合型クラブの財源確保に対する支援

総合型クラブの
社会的認知の向上と広報活動

各都道府県協議会並びに
日本スポーツ協会加盟団体等との連携

その他、目的達成に必要となる取組

ブロック別クラブネットワークアクション

3 SC全国ネットワークの取組

4 研修・交流

本ネットワークアクションは、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格更新のための義務研修に位置づけられています。
開催についてはこちら➡



SC全国ネットワーク

目 的

講義内容

開催形態

スポーツ心理学の知見を用いたアプローチで、ヒューマンエラーを減らすヒントをクラブ運営者に提供し、安全安心
なクラブ運営に資する

人がミスを起こす要因は？ アンガーマネジメント（怒りのコントロール）

集団とは？ 集団で起こりがちなエラーとは？ 性差に関するエラー防止

コミュニケーションの特徴

開催地の都道府県協議会が主管となり開催

47都道府県協議会が平成27年度から2019年度

までの5年間のなかで1回開催

講義とグループワークを取り入れた実践型研修

本研修会は、公益財団法人スポーツ安全協会の助成を受けて開催しています。
本研修会は、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格更新のための義務研修に位置づけられています。

開催についてはこちら➡

会議概要についてはこちら➡

平成21年から25年度に47都道府県で開催した「リスクマネジメント研修会」は、
クラブ運営に係るリスクマネジメントの基本や具体的な事例を学ぶとともに、
グループディスカッションを通じた安全マニュアルの作成等を行いました。
この研修会で培われた知識や成果を取りまとめた冊子「スポーツリスク
マネジメントの実践―スポーツ事故の防止と法的責任―」と便利なアプリを
作成しておりますので是非、ご活用ください。 アプリQRコード

クラブのリスクマネジメントを再確認しよう！

総合型地域スポーツクラブヒューマンエラー防止研修会

5 常任幹事会の開催

常任幹事会は、全国9ブロックから選
出された常任幹事と学識経験常任幹事
によって構成されています。常任幹事会で
は、総会および協議会関連事業について
の企画立案や運営などを行っています。



SC全国ネットワーク

総合型クラブの運営ノウハウ スポーツ振興くじ助成以外の各種助成金・
補助金情報総合型クラブの特色ある事業

総会概要についてはこちら➡

総合型地域スポーツクラブに関するタイムリーな情報満載！

公式メールマガジン登録はこちら➡

登録無料

日本スポーツ協会ホームページ内に開設➡

カテゴリー

クラブ創設から自立に向けた運営のヒントまで
10のカテゴリーに分けて、様々なQ＆Aをご紹介！

1 クラブのつくり方 5 事業計画と評価 8 競技力向上とクラブ

2 組織と運営 6 広報とPR 9 プログラムとイベント

3 人材と育成 7 財源と財務 10 事務局の仕事

4 活動場所と施設

6 総 会 の 開 催

7 情 報 提 供

クラブ運営者等 Q＆A （SCステーション）

総合型地域スポーツクラブ公式メールマガジン

総会は、都道府県協議会の代表委員と常任
幹事によって構成されています。
総会では、SC全国ネットワークの取組に関す
る報告や次年度の取組に関する協議のほか、
社会的なニーズに合わせた情報提供を行い、
様々な課題解決に向け、活発な意見・情報交
換が行われています。



SC全国ネットワーク

詳細はこちら➡

詳細はこちら➡

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

労力半分、効果は２倍！ あなたにもできる 

 

クラブのらくらく広報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

公 益 財 団 法 人 日 本 体 育 協 会 

地域スポーツクラブ育成専門委員会 

中 央 企 画 班 
 

8 自己点検

9 クラブ運営お役立ちツール

詳細はこちら➡

10 総合型地域スポーツクラブ育成プラン 2018

クラブのらくらく広報

効果的な広報活動を行うための留意点やアイディアが満載！
クラブ関係者が、効果的かつ効率的な広報を行うための具体的な方法や事例を紹介
しています。

総合型クラブが継続的・安定的な活動を行うためには、現状を把握し、改善するための
自己点検・評価を習慣化し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。
SC全国ネットワークでは、この指針と評価指標を用いた自己点検・評価を定期的に実施
することを推奨しています。

2019.3

公益財団法人　日本スポーツ協会
地域スポーツ推進部 クラブ育成課　
〒160‐0013　東京都新宿区霞ヶ丘町４‐2
E-mail：sc-net＠japan-sports.or.jp
http://www.japan-sports.or. jp/

「総合型地域スポーツクラブ育成プラン2018（育成プラン 2018）」は、日本スポーツ協
会全体の2018年度からの５年間の事業推進方策である「日本スポーツ協会スポーツ推
進方策 2018」に基づいた総合型地域スポーツクラブ育成に係るアクションプランです。

持続可能な総合型地域スポーツクラブの推進に向けた取組の指針と評価指標


