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国庫補助事業 
 

2021 年度公益財団法人日本スポーツ協会 
スポーツクライミング コーチ 1 養成講習会 実施要項 

 
１． 目  的 

地域スポーツクラブ等において、スポーツに初めて出会う子どもたちや初心者を対象に、競技別の専

門的な知識を活かし、個々人の年齢や性別などの対象に合わせた指導にあたるとともに、施設開放にお

いて利用者の指導支援を行う者を養成する。 
 
２． 主  催  公益財団法人日本スポーツ協会 
        公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会 
 
３． 主  管  兵庫県体育協会 
        兵庫県山岳連盟 
 
4. カリキュラム 

（１） 共通科目 35 時間（通信講座） 
（２） 専門科目 20 時間以上 

※ 時間数は競技団体によって異なる。 
※ 各競技別に各都道府県競技団体が主管して実施する。 
※ 講習及び試験の免除措置については、当該中央競技団体が定める基準による。 

 
５． 期日・場所・日程 

（１）期日：2021 年 10 月 23・24 日（土・日）～11 月 6・7 日（土・日） 
（２）場所：神戸登山研修所 
（３）日程：別紙参照 
 

６． 受講者 
〈受講条件〉 

（１）受講する年の 4 月 1 日現在、満 18 歳以上の者で、実施競技団体が定める条件。 
（２）地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやグループ、スポーツ教室で実際的指導にあた

っている指導者及びこれから指導者になろうとする者。 
（３）クライミンググレード 5.10 がリードできる者。 

〈受講者数〉 
受講者数は 10 名程度とする。 
最低開催人数は 6 名とします。6 名未満の時は次年度に延期します。 

    
（４）受講取消し 

受講者としてふさわしくない行為があったと認められたときは、日本スポーツ協会指導者育成専

門委員会で審査し、受講資格及び受講済みの科目を全て取り消す場合がある。 
 

７． 受講申込み（下記の（１）・（２）を行ってください。） 
（１）開催要項記載の指導者マイページを作成し兵庫県開催の講習会コード 221CS032-2-6へ 

申込を行う事。 

（２）受講申込みは各都道府県山岳連盟（協会）を通じて兵庫県山岳連盟へ行う。 

（３）受講希望者は、所定の受講申込書に必要事項を記入し、免除該当者は所定の必要書類を添付し、 

5 月 20 日～6 月 20 日までに提出する。 

※ 共通科目の受付は行わない。2022 年度に公認スポーツ指導者の認定を受けようとする受講希望者は

2021 年 12 月までに別途 NHK 学園のコーチングアシスタント養成講座を受講して下さい。 



８． 受講料 
専門科目：15,400 円（税込）+資格審査料：8,250（税込）￥23,650 を 6 月 30 日(火)までに下記宛て 
振り込んで下さい。入金確認をもって受講とします。 
 
振込先 
1. 振込先口座名：兵庫県山岳連盟 理事長 伊藤一雄 
2. 振込先銀行：三井住友銀行 三宮支店 
3. 口座種類：普通 
4. 口座番号：1264604 
5. 振込金額：¥15,400＋8,250=23,650 円 （振込手数料は各自ご負担下さい。） 
6. 振込期日：令和 2 年 6 月 30 日まで 
 
（上記金額を基準とし、専門科目の競技特性、講習会等の事情により変更される場合がある） 

※ 免除・資格審査料については別に定める。 
※状況により中止となった場合、講習費用は振込返金しますが、振込手数料等諸費用は 
 返金致しません。 
 

９． 集合場所：神戸登山研修所 3 階 大会議室  
１０. 集合日時：令和 3 年 10 月 23 日 9 時 
１１. 持ち物：筆記具・個人用登攀道具（ハーネス・ヘルメット・ビレイデバイス・ 

革製手袋・クイックドロー数個・安全環付カラビナ数個・スリング数本） 
その他必要と思われる物。ロープはこちらで用意します。 
昼食・宿泊：各自で準備して下さい。 

１２. 最寄駅：阪急神戸線 王子公園駅 歩約 5 分  JR 神戸線 灘駅 歩約 15 分 
１３. 車の方：施設内に駐車できます。入場方法については事務所に電話下さい。 

 駐車料金￥200 円/1 日・1 台 
 

１４. その他 
（１）本講習会風景の写真等は、日本スポーツ協会ホームページ及びその他関連資料へ掲載する場合が 

ある。 
  （２）天災地変や伝染病の流行、講習会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の日本ス 

ポーツ協会・主催団体・主管団体が管理できない事由により、講習内容の一部変更及び中止のた

めに生じた受講者の損害については、日本スポーツ協会及び関係団体ではその責任を負いかねる。 
（３）本講習会受講に際し取得した個人情報は、日本スポーツ協会、都道府県体育・スポーツ協 

会、各中央競技団及び各都道府県競技団体が本講習会の受講管理に関する連絡（資料の送 

付等）及び関係講習会を実施する際に利用し、これ以外の目的に個人情報を使用する際は、 

その旨を明示し了解を得るものとする。 

 
１５. 問合せ先 

    兵庫県山岳連盟 指導委員会 担当：西村良信 
    〒657-0838 神戸市灘区王子町２丁目２－１ 神戸登山研修所内 
         TEL 078-940-1850  FAX 078-940-1851 
     E メール info@hma.jp 



　　　年　　　月　　　日

公益社団法人　日本山岳・スポーツクライミング協会会長　

　　　　　　　　　　　　八木原 圀明　　殿 山岳連盟（協会）

会長　　　　　　　　　　　　　　　　印

申し込み会場名（都道府県名を記入してください）

申し込み資格（○で囲む） 　コーチ1

宿泊 申込者で決めること

フリガナ

氏　名 性別　　男　　　女

生年月日（西暦）　　　　　年　　　月　　　日　 満　　　　　歳 写真

〒 （３５×４５ｍｍ）

現住所 肩から上

tel： fax：

携帯： email：

勤務先名

所在地

tel：

所属団体名（山岳会等）

所在地

代表者名 印 tel：

所属山岳連盟（協会）名 山岳連盟（協会）

所在地

tel：

会長名 email：

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格（○で囲む）（現在保有資格）

　　スポーツリーダー・コーチ1・コーチ2・その他（　　　　　　　　　　）

登録番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

公認スポーツクライミング指導者養成講習会受講申込書

神戸登山研修所
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別添４         スポーツクライミング指導員講習会認定申請者 クライミング履歴書 

記入日     年  月  日 

私は、受講条件の5.10以上のリード、指導実績2年以上および20歳以上を満たしています。 氏名           印 

 

【クライミング履歴】※リードは、5.10以上、ボルダリングは、5級以上を3ルート以上記入のこと 

年   月 ルート名及び岩場名 形状・内容 *1 グレード スタイル *2 備考 

  F・S・C・B  OS・RP  

  F・S・C・B  OS・RP  

  F・S・C・B  OS・RP  

  F・S・C・B  OS・RP  

  F・S・C・B  OS・RP  

*1－F:フェース、S:スラブ、C:クラック、B：ボルダリング。 *2－OS:オンサイト、RP:レッドポイント。 

※5年以内の履歴を記入のこと。形状・内容は片寄らず、多様なクライミング技術が判る様な履歴。ルートは認知度の高いものが望ましい。 

【競技履歴】                                                       

年 月 主催 大会名 カテゴリー 成績 備考 

      

      

【コーチ・監督・指導履歴】 ※人工壁、クライミングジムでの指導実績も記入可能 

年 自由表記 例） ○○国体成年男子監督 、○○講習会講師 etc 

  

  

  

 


