●総合型クラブと連携して地域のスポーツ推進を図ることができる。
クラブ側

●行政における総合型クラブの認知度向上により、行政に協力してもらいやすくなる。
●総合型クラブの位置づけが明確になり、地域住民のクラブに対する安心感の醸成につながる。
●行政と連携しやすくなり、クラブの活動の幅を広げることができる。

登録・認証制度を軸に行政、体育・スポーツ協会、総合型クラブが連携する
ことで、地域での好循環が生まれる。
●登録・認証制度がもたらす効果（好循環イメージ）
民間

総合型クラブの認知度向上
社会的な仕組みの確立

体育・スポーツ協会

ガバナンス・組織体制の確立

総合型
クラブ

総合型
クラブ

兵庫県体育協会
兵庫県協議会
（新設）

市町体育・スポーツ協会
市町協議会
（今後検討）

登録・認証制度
総合型
クラブ

総合型クラブ
全国協議会

総合型
クラブ

総合型
クラブ

スポーツ基本計画等に裏付けされた
継続的な理解と支援

各クラブによる公益的な取組み

日本スポーツ協会

登録・認証制度

ガバナンス・組織体制の確立

総合型クラブの質的充実

総合型
クラブ

行政

※地域住民からの要望・意見

※登録クラブが協議会を組織する
※登録認証制度の運営主体は県体協

国
（スポーツ庁）

兵庫県

市区町

※行政は予算措置を講じる
※制度を推奨し連携・協力

※本イメージ図は、日本スポーツ協会において想定されている内容です。

総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会について
登録・認証制度の導入に伴い、兵庫県体育協会内に「総合型地域スポーツクラブ兵庫県協議会」を新設します。登録クラブは
県協議会に登録をもって加入となり、県協議会の事業に参画することができます。
また、県協議会は日本スポーツ協会の組織内組織である「総合型地域スポーツクラブ全国協議会」の構成団体となるため、
国の最新情報や全国各地の地域スポーツに関する情報など様々な情報提供を受けることができます。
さらに、制度導入によって全国のクラブ間ネットワークが構築されるため、他県のクラブとの情報交換や交流をもつことが
可能になります。

Ｑ＆Ａ

●総合型クラブに関する知識が向上する。

Q なぜこの制度を導入するのですか？
A これまで総合型クラブを明確に規定するものはあり

Q
A

ませんでしたが、クラブの運営形態が多様化する中で、
その役割を明確化する必要が出てきました。
今後、総合型クラブが行政等とのパートナーシップ
を構築し、公益的な事業体としての役割を果たして
いくことが重要であることから、クラブ活動実態や
運営形態、ガバナンス等についての基準を備えた登録
認証制度の整備が進められています。

登録申請に関すること

●総合型クラブが組織に位置づけられるため業務が明確になる。

登録・認証制度Q＆A
制度全般に関すること

行政側

制度が導入されるとどうなるの？

登録・認証制度が導入されるとどうなるの？

Q 登録に向けて最初にすることはなんですか？
A まずは、登録認証制度についてクラブ役員等の間で

情報共有し、制度の意義や登録の必要性について十分
に議論してください。そのうえで、登録基準に合致す
るか確認をしてください。

Q 登録申請に必要な書類はなんですか？
A 12 登録基準確認用紙
基礎情報書類（総合型クラブ概要等）
3
4
5
6
7

規約・会則・定款等
役員名簿
当該年度の事業計画・予算
前年度の事業報告・決算
総合型クラブの評価指標を用いた自クラブの自己
点検・評価の結果
8 上記 5 及び 6 を議決した際の議事録
9 スポーツ団体ガバナンスウェブサイトが発行する登録
証写し

予備登録とは何ですか？
予備登録期間中は、登録基準に満たないことを理由
に登録不可とはせず、本登録に向けた準備段階として
位置づけられています。

Q 登録するとどうなるのですか？
A 登録申請が承認されると、総合型クラブ全国協議会

（日本スポーツ協会内）と総合型クラブ兵庫県協議会
（兵庫県体育協会内）の「登録クラブ」であることを
証する「認定証」が発行されます。

Q 登録とはどういう意味ですか？
A 登録基準を具備していると認められる総合型クラブ

登録クラブを認証することです。タイプ例として「介護
予防」
、
「部活動支援」
、
「子育て支援」等が想定されて
います。

Q 登録するメリットはなんですか？
A 1 全国協議会や県協議会が主催する事業に参画でき、
全国協議会が制定する標章等の使用が可能となり
ます。

2 登録基準を満たした団体として認定されることに
よって、地域住民等からのクラブに対する安心感の
醸成や信頼が高まること等が期待されます。
3 登録クラブが参集した県協議会等が公益的な事業体
としての役割を果たしていくことで、クラブの価値が
高まり、クラブに対するイメージを向上させていく
ことができます。
4 タイプ別認証を活用することで、特定分野における
行政や学校等との連携促進が図られます。

Q 登録しないとどうなりますか？
A 登録しないことによって、これまでの地域のスポーツ
クラブとしての活動に影響を及ぼすものではありません
が登録によるメリットを得ることはできません。

兵庫県

総合型地域
スポーツクラブ
登録・認証制度
が

始まります

年４月１日から
令和４

Q 登録基準に満たない場合どうなりますか？
A 登録に満たない場合でも令和４年度からの予備登録

では登録を行うことが可能ですが、令和５年度からの
本登録では登録を行うことができなくなります。但し、
公認スポーツ指導者資格の取得に関する項目について
は、クラブが指導者等を育成するための猶予期間が
設けられているため、この限りではありません。

を、登録クラブとして認定することです。

Q 認証とはどういう意味ですか？
A タイプ別の認証基準を具備していると認められる

スポーツ庁国庫補助事業

Q 登録はどれぐらいの期間有効ですか？
A 登録の有効期間は１１月〜１０月までの１年間です。
次年度も引き続き登録する場合には、登録更新手続き
が必要となります。

Q 予備登録と本登録の違いはなんですか？
A 予備登録は、本登録に至るまでの猶予期間であり、
登録基準が満たしているかどうかに関わらず予備登録を
行うことができます。予備登録の期間中に本登録に
向けて、登録基準を満たすことができるよう準備を
進めてください。

Q 書類審査とはなんですか？
A 登録申請書類を確認し、登録基準を満たしているかを
審査します。

Q 実地審査とはなんですか？
A 総合型クラブの代表者及び、その他１名以上のクラブ
Q
A

の実務を管理する者が立会いの下、クラブから提出を
受けた書類内容を客観的に確認するために行う審査
です。

審査に落ちるとどうなりますか？
当該年度は登録を行うことができません。登録基準
を満たしたうえで、次年度再度申請を行ってください。

公益財団法人兵庫県体育協会
総合型クラブ登録・認証制度
ページを開設しました。
こちらもご活用ください。

できるよう、住民自らが運営に携わり、住民のニーズに応じた活動を行う、地域住民のためのスポーツクラブです。

一定基準を満たした総合型クラブとしての認定を受けることで、クラブの価値や信頼性の向上を図ることができます。

■制度の背景・目的
総合型クラブの活動が多様化する中で…

③スポーツを通じて地域が抱える課題に取組む
ことで地域に根ざしたクラブづくりをめざす
方向性が示された。

仕事ばっかりで
運動不足だけど…

ママ友と
交流できる
ところは
ないかなぁ

生涯現役！

的

②総合型クラブの活動理念として、「公益性」を
追求することが改めて確認された。

目

①総合型クラブたる統一した基準づくりが求め
られるようになった。

景

気軽にスポーツが
したいなぁ

全国で統一された総合型クラブの要件を定め、その要件を満たしたクラブを、登録および認証する制度です。

背

あなたのまちは
どんなまちですか？
どんなまちに
住みたいですか？

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度って？

このような背景から、登録認証制度を導入する
ことによってクラブ組織体制の強化を図りつつ、
市町行政とのパートナーシップを構築することで
クラブの質的充実や総合型クラブが公益的な
取組みをおこなうことにより地域に根差したクラブ
育成を推進していくことを目的としています。

第２期スポーツ基本計画
（平成29年3月24日文部科学大臣決定）
制度を新たに構築するとともに、総合型クラブの自立的な運営を促進する環境を整備する。さらに、地域に根ざしたクラブとして

実施主体

多世代

いつでも気軽に

多志向

身近な場所で

多種目

地域のニーズに応じて

会）及び（公財）兵庫県体育協会（総合型クラブ兵庫
※都道府県単位では、
（公財）日本スポーツ協会の加盟団体である都道府県
体育・スポーツ協会
（都道府県総合型クラブ連絡協議会）
が主体となり実施

開始年度
登録基準

登録スケジュール
R3年9月

令和４年４月１日から

R4年4月〜

（令和４年度は予備登録、令和５年度から本登録）

［全国統一の基準］

②多世代（複数世代）を対象としている。

③有資格のスポーツ指導者を配置している。
⑤地域住民が主体的に運営している。

で議決されている。

申請方法

②登録審査委員会において書類審査及び実地審査
を実施
④全国協議会（JSPO）が登録管理システムに登録

10月

⑤登録クラブとして認定（登録有効期間：11月１日
から１年間）

11月

⑥登録クラブは県協議会へ登録料を納入（年額：
5,000円）

できる
クラブ

とされる
クラブ

を持てる
クラブ

を形にできる
クラブ

総合型クラブの関わり方は様々です！
地域の皆さんで出来ることを出来る人が少しずつ
力を合わせて作り上げるクラブです。
スポーツ教室に参加する

競技会を観戦する

スポーツ指導をする

自分の得意分野を生かす

素敵な
活動写真をカメラで
撮影する人

地域を
盛り上げる
イベントを
企画する人

クラブの
広報チラシを
デザインする人

地域発祥の
新たなスポーツを
考案する人

12月

いつでもスポーツができる環境づくり
自分の居場所づくり
生きがいづくり
仲間づくり
総合型地域スポーツクラブは地域の様々な
課題を解決できる可能性を秘めています！

⑧登録クラブから納入された登録料を全国協議会
へ納入
登録認証制度運用開始【本登録】
※スケジュールは予備登録と同様

※予備登録期間は、登録基準を満たしていなくとも登録が可能

所定の申請書類を作成し必要書類を添えて（公財）兵庫県体育協会へ提出する。詳細については
ホームページにてご確認ください。

り」に
こんな「○○づく
か？
参画してみません

⑦県協議会がクラブへ認定証を発行

R5年4月〜

⑦事業計画・報告、予算・決算について総会等

設立されました。

①クラブが申請書類を県協議会（県体協）に提出

9月

④安全管理体制を整備している。

事業として県内 827 校区に総合型地域スポーツクラブが

登録認証制度運用開始【予備登録】

③県協議会が審査結果を全国協議会へ報告

①多種目（複 数種目）のスポーツ活動を実 施

⑥規約等が整備されている。

兵庫県版制度の策定
「（公財）兵庫県体育協会総合型地域スポーツクラブ
兵庫県協議会」設置

4月

している。

兵庫県では、2000 年より「スポーツクラブ 21 ひょうご」

高校・大学を拠点に設立されたクラブもあります。

（公財）日本スポーツ協会（総合型クラブ全国協議
県協議会※新設）

兵庫県内の
総合型地域スポーツクラブの育成状況

また、地域住民の有志によって自主的に設立されたクラブや

になれる
クラブ

総合型クラブが持続的に地域スポーツの担い手としての役割を果たしていくため、（中略）総合型クラブの登録・認証等の

■登録・認証制度の概要

総合型地域スポーツクラブの
キーワード

総合型地域スポーツクラブは、
地域の皆さんが
主役 活躍 必要 誇り 夢

経理処理や
会計管理を
する人

定着していくため、総合型クラブによる地域の課題解決に向けた取組を推進する。

総合型地域スポーツクラブは、地域の皆さんが
「もっと住みやすいまちに」「もっと好きになれるまちに」
自分たちの手で変えていくことができる
住民主体のクラブです。

登録・認証制度について

総合型地域スポーツクラブとは、地域住民の生活範囲内の施設を拠点として日常生活の中に運動・スポーツを取り入れることが

総合型地域スポーツクラブとは

総合型地域スポーツクラブって？

http://www.hyogo-sports.jp/sc/sougougatatouroku.html

公益財団法人 兵庫県体育協会
〒650‑0011 神戸市中央区下山手通4‑16‑3
TEL.（078）332‑2344
E-mail

FAX.（078）332‑2375

kouiki@hyogo-sports.jp

