
平成30年度スポーツ庁委託事業
学校における体育活動での事故防止対策推進事業

学校でのスポーツ事故を防ぐために
学校における体育活動中に繰り返し発生する重大な事故を防止するため、その発生原因や背景について
現地調査などを基に分析・研究し、その成果を広く関係者で共有します。

セミナーのお知らせ（裏面申込書）セミナーのお知らせ（裏面申込書）

お問合せ先 ： （独）日本スポーツ振興センター学校安全部安全支援課 TEL 03-5410-9154
学校安全Web ： http://www.jpnsport.go.jp/anzen/

● 開催時間の30分前から受付します。
● 実技講習会は、運動のできる服装でおこしください。

参加申込み方法については裏面をご覧下さい。

開催地 会場・住所（定員） 予定パネリスト(専門分野) ※敬称略開催日 開催時間

富山県
富山市

❶ 平成30年
10月3日（水）

とやま自遊館 自遊館ホール（150名）
富山市湊入船町9-1
JR富山駅から徒歩７分

13：30～17：00
山中 龍宏（医師・小児事故）

眞田 昭信（富山県教育委員会）

北野 孝一（教諭・サッカー）

望月 浩一郎（弁護士・スポーツ法）

岩手県
盛岡市

❷ 平成30年
11月2日（金）

サンセール盛岡 ３階大ホール（200名）
盛岡市志家町1-10
JR盛岡駅からバス「バスセンター前」下車

13：00～16：30
鮎沢 衛（医師・小児心臓）

小野寺 丈晴（岩手県文化スポーツ部）

田名部 和裕（高野連・野球）

溝内 健介（弁護士）

徳島県
鳴門市

❸ 平成30年
11月7日（水）

鳴門市文化会館 ホール（300名）
鳴門市撫養町南浜字東浜24-7
JR鳴門駅から徒歩15分

13：00～16：30
鮎沢 衛（医師・小児心臓）

松井 敦典（教授・スポーツ科学）

北村 憲彦（教授・登山）

望月 浩一郎（弁護士・スポーツ法）

島根県
大田市

❹ 平成30年
11月21日（水）

サンレディー大田 ふれあいホール（200名）
大田市大田町大田ロ1329-9
JR大田市駅から徒歩15分

13：00～16：30
武者 春樹（医師・循環器）

森田 仁（高等学校教諭）

渡辺 一郎（教授・ラグビー）

望月 浩一郎（弁護士・スポーツ法）

山梨県
甲府市

❺ 平成30年
11月30日（金）

山梨県立文学館 講堂（150名）
山梨県甲府市貢川1丁目5-35
JR甲府駅からバス「山梨県立美術館」下車

13：00～16：30
安井 利一（歯科医師・スポーツ歯科）

今村 勇二（高等学校教頭）

金岡 恒治（医師・水泳）

渡邉 彰（教授・スポーツ教育）

宮崎県
宮崎市

❻ 平成30年
12月7日（金）

宮崎市佐土原総合文化センター 大ホール（300名）
宮崎市佐土原町下田島20527-4
JR佐土原駅から徒歩5分

13：00～16：30
川原 貴（医師・熱中症）

肝付 正籍(川南町教育委員会）

渡辺 一郎（教授・ラグビー）

佐藤 豊（教授・スポーツ教育）

京都府
京都市

❼ 平成30年
12月11日（火）

京都テルサ テルサホール（200名）
京都市南区東九条下殿田町70
JR京都駅から徒歩15分

13：00～16：30
石見 拓（医師・予防医療）

川田 修司（京都府教育委員会）

井口 成明（准教授・水泳）

西田 佳史（工学博士・傷害予防）

岐阜県
岐阜市

❽ 平成30年
12月14日（金）

OKBふれあい会館 302大会議室（200名）
岐阜市薮田南5-14-53
JR岐阜駅からバス「OKBふれあい会館」下車

13：00～16：30
大橋 洋輝（医師・脳神経）

小牧 憲充（高等学校教諭）

田名部 和裕（高野連・野球）

溝内 健介（弁護士）

栃木県
宇都宮市

❾ 平成31年
1月11日（金）

栃木県総合教育センター 大講義室（200名）
宇都宮市瓦谷町1070
JR宇都宮駅よりバス「野沢寺前」下車後、徒歩15分

13：00～16：30
五十嵐 隆（医師・小児医療）

田代 哲郎（栃木県教育委員会）

北村 憲彦（教授・登山）

西田 佳史（工学博士・傷害予防）

長崎県
長崎市

10 平成31年
1月25日（金）

長崎県立総合体育館 メインアリーナ（600名）
長崎市油木町7-1
路面電車「大橋停留所」から徒歩10分

13：00～16：30
上野 俊明（歯科医師・スポーツ歯科）

後藤 慶太（高等学校校長）

紙谷 武（医師・柔道）

佐藤 豊（教授・スポーツ教育）

福岡県
福岡市

11 平成31年
2月5日（火）

福岡県立スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡）メインアリーナ（100名）
福岡市博多区東平尾公園2-１-１
JR博多駅からバス「アクシオン福岡前」下車

14：00～16：45
実技講習会
予定講師
三宅 良輔（教授・体操）埼玉県

上尾市
12 平成31年

2月6日（水）
埼玉県立武道館 第一道場（100名）
上尾市日の出4-1877
ＪＲ上尾駅からバス「水上公園入口」または「スポーツ研修センター」下車

14：00～16：45

実技講習会

参加は
無料です
参加は
無料です

目的

教育委員会、学校の体育・運動部活動に関わる方（部活動指導員など）、教員養成を行う大学関係者、
スポーツ関係団体、医療関係者、養護教諭の方々など

対象

■ 事業概要説明 … 学校安全教育研究所 代表（前東京女子体育大学 教授）　戸田 芳雄氏
■ ❶～10はパネルディスカッション ▶医師、弁護士、大学教授をはじめ多彩な講師陣による発表、参加者との意見交換を行います。
■ 11、12は実技講習会 ▶運動会などで指導にあたる方々を対象とする実技講習です。

内容



【主催】独立行政法人日本スポーツ振興センター
【後援】（公財）日本中学校体育連盟、（公財）全国高等学校体育連盟、（公財）日本高等学校野球連盟
（予定）富山県教育委員会、富山市教育委員会、岩手県教育委員会、盛岡市教育委員会、徳島県教育委員会、鳴門市教育委員会、島根県教育委員会、
　　　大田市教育委員会、山梨県教育委員会、甲府市教育委員会、宮崎県教育委員会、宮崎市教育委員会、京都府教育委員会、京都市教育委員会、
　　　岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、栃木県教育委員会、宇都宮市教育委員会、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、福岡県教育委員会、
　　　福岡市教育委員会、埼玉県教育委員会、さいたま市教育委員会、上尾市教育委員会

セミナー参加申込書（FAX）
（独）日本スポーツ振興センター学校安全部安全支援課　

参加会場
（１つに○）

❶ 富山県　❷ 岩手県　❸ 徳島県　❹ 島根県　❺ 山梨県　❻ 宮崎県　❼ 京都府
❽ 岐阜県　❾ 栃木県　10 長崎県　11 福岡県（実技）　12 埼玉県（実技）

FAX番号 03-5410-9167
※参加者1名につき1枚でお願いします。　※記入もれにご注意ください。

※送付いただいた個人情報は、本事業のみに利用し、それ以外の目的では一切使用いたしません。
※参加の可否は、この申込書の返送をもってお知らせいたします。

氏名（ふりがな） （　　　　　　　　　　　　　　）

電話番号 －　　　 －

《通信欄》 ※セミナーでの質問等がございましたら、ご記入ください。

所属先都道府県

参加確認印
１． 申込みを受け付けました。（受付No. 　　　－　　　　　）

２． 定員に達しましたので、申込みを締め切りました。

所属・職種等

● ○○県教育委員会　健康教育課　指導主事
● △△中学校　保健体育教諭
● □□市スポーツ振興事業団　理事長
● 外部指導者（○○中学校）（○○部）

● □□小学校　校長
● ○○高等学校　教諭／テニス部顧問
● △△連盟　専務理事

《記入例》

（日本スポーツ振興センター記入欄）

FAX番号 －　　　 －

FAX送信 下記の参加申込書に必要事項をご記入の上、お送りください。

Webから （独）日本スポーツ振興センター学校安全部ウェブサイト「学校安全Web」の特設ページをご覧ください。
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1905/Default.aspx

参加申込み方法 8月1日（水）から先着順で受け付けます。なお、定員になり次第、締め切ります。


