
令和 2 年度日本障がい者スポーツ協会競技別指導者講習会助成事業 

2020 年度日本身体障がい者水泳連盟公認障がい者水泳指導員資格修得講習会 

【初級 Step1,2】実施要項-0116 広島(案) 

一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟  
 

１．目  的   障がい者水泳の普及を促進するため、障がい者に対する泳ぎの基本指導や障がいの特性に応じた
指導法等を修得した指導者を養成することを目的とする。この講習会は初級指導員資格取得のた
めに必要は講習で、Step1 と Step２を受講することで初級指導員登録が可能となる。また、指導
員として登録更新をする場合も受講が必要である。なお、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大
予防に留意して特別な実施方法になる部分がある。 

 

２．主  催  （一社）日本身体障がい者水泳連盟 

 

３．協  力  広島県障害者リハビリテーションセンター スポーツ交流センター「おりづる」 

 

５．日  程  2021 年 1 月 16 日（土）9：45～16:00（終了予定） 

                     1 月 17 日（日）9：45～16:00（終了予定） 

           ※9:30 受付開始、現地集合・現地解散 

 

６．内  容  下記別表参照 

 

７．会  場  講義：広島県立障害者リハビリテーションセンター スポーツ交流センター「おりづる」 2 階会議室 

           実技：広島県立障害者リハビリテーションセンター スポーツ交流センター「おりづる」 1 階温水プール 

住所 広島県東広島市西条町田口２９５－３ 

https://www.rehab-hiroshima.org/orizuru_info/10/1871/ 

 

８．対  象  障がい者への水泳指導に意欲があり指導者を目指す者。あわせて長時間の入水指導の出来る者。 

          指導者制度については別紙１参照 

 

９．受 講 料  新規：STEP1,2 両方受講 10,000 円（STEP１のみ、または STEP２のみ受講 5,000 円） 

            更新： 4,000 円 ※今年度は新型コロナウイルス感染症拡大予防対策の特別措置として、講
義のみ Web 受講することにより更新可能とする。Web 環境や機材など各
自で準備が必要である。※登録有効期限が 2021 年 3 月末日の方は、
【初級 Step1・2】の Web 受講の対象者である。 

        
１０．定   員   新規受講者 15 名  ※中四国、近畿、九州在住者、連盟事業参加予定者を優先する。 

            更新者 約 20 名(オンライン研修) 

 

１１．申 込 み 以下のグーグルフォームより申し込むこと。 

 

            https://forms.gle/W7cwbgZJadyrKoKb9 

                         

             ※受講の可否はメールで通知する。 

             ※決定通知が届いたら案内に従って手続きをすること（受講料の振り込みを含む）。 

            ※グーグルフォーム以外の方法で申込みは受け付けない。 

  

１２．申込期限 2020 年 12 月 22 日（火）入力分まで 

https://www.rehab-hiroshima.org/orizuru_info/10/1871/
https://forms.gle/W7cwbgZJadyrKoKb9


        

１３．受講決定 12 月２5 日以降頃受講決定可否通知を発送(メール通知)する。 

通知内容の手順に従い諸手続きを行うこと。 

         

１４．免責事項 講習中の事故、疾病については応急処置のみとする。受講者は各自で体調と安全について責任
をもつこと。 

  

１５．連絡事項   

   ・受講前 2 週間の体温等健康チェックシートを初日受付時に提出すること。また、入室に際して検温を行う。 
※提出がない場合や記載事項によっては受講をお断りする。 

   ・新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止することがある。中止の場合は受講者にメールで連絡する。 

・宿泊及び昼食は各自で手配すること。※受講会場最寄りにコンビニなどない。事前に各自ご準備すること。 

・「水泳の導入」の教育教材を講義前に視聴すること。講義は視聴していることを前提に行う。 

・入水ができる服装等を準備すること。※冬場のプール実技は大変冷えるので、保温対策など各自で準備するこ
と。 

・全過程を受講した者に修了証が授与される。入水実技ができない場合、修了証は発行できないので注意する
こと。 

・更新受講の場合は決定通知とともに受講方法詳細についてお知らせする。 

・受講者は教育教材「パラ水泳入門」も事前に視聴することを推奨する。視聴には別途申し込みと受講料が必
要である。 

・講習中の様子について画像撮影を行う。画像は当連盟の啓発・教育活動や報告書等に使用することがあるこ
とを了解しておくこと。 

・講習中は受講者個人による撮影ならびに講習内容についての SNS 掲載等は控えること。 

 

 

           本事業に関する問合せ先 
（一社）日本身体障がい者水泳連盟 

障がい者水泳指導員資格修得講習会【初級 Step1,2-0116 広島】係 

メール：jpsf-kensyu@paraswim.jp   
※PC から送受信できるアドレスを使用すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

講習内容（予定）新規資格修得希望者(会場形式) 



 

1 月８日～15 日各自で視聴 

【オンデマンド】【STEP１研修】身体障がい者の水泳指導の導入 

 

 

※無料送迎バスの最終便は 16：10 発です。 

 

 

1 月 16 日（土）【Step１】 

9:30 受付開始 

9:45 開講式、諸連絡 

10:00～11:30 
【STEP１研修】①【講義】さまざまな障がいについて 

日本身体障がい者水泳連盟 技術委員 

11:30～11:40 休憩 

11:40～12:30 
【STEP１研修】②【講義】身体障がい者の水泳指導の導入のまとめと実技の説明 

日本身体障がい者水泳連盟 技術委員 

12:30～13:20 昼休憩 ※12:00～13：00 更衣室除菌作業のため利用できません。 

13:30～15:00 

【STEP１研修】③【実技】身体障がい者の水泳指導の導入法 

日本身体障がい者水泳連盟 技術委員者水泳連盟 技術委員 

※翌日の STEP2 も受講される方はプールにて解散 

15:10～15:40 

指導者制度とコンプライアンスについて 

日本身体障がい者水泳連盟 技術委員 

※翌日 STEP１を受講される方のみ 

15:40～15:50 閉講式、諸連絡、登録手順について 

1 月 17 日（日）【step2】 

9:30 受付開始 

9:45～ 開講式、諸連絡、自己紹介 

10:15～11：45 

【STEP2 研修】①【講義】脊椎障害の特性、指導の注意点 

講師：〇〇 〇〇氏 

質疑応答 

11：45～13:00 昼休憩 ※12:00～13:00 更衣室除菌作業のため利用できません。 

13:10～14:50 
【STEP2 研修】②【実技】脊髄損傷の水泳指導法 

日本身体障がい者水泳連盟 技術委員 

15:00～15:30 
指導者制度とコンプライアンスについて 

日本身体障がい者水泳連盟 技術委員 

15:30～15:45 閉講式、諸連絡、登録手順について 



講習内容（予定）更新希望者(オンライン形式) 

 

1 月８日～15 日各自で視聴 

【オンデマンド】【STEP１研修】身体障がい者の水泳指導の導入 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 16 日（土）【Step１】 

9:30 【ZOOM 入室】受付開始  

9:45 【Live】開講式、諸連絡【Live】 

10:00～11:30 
【Live】【STEP１研修】①【講義】さまざまな障がいについて【Live】  

日本身体障がい者水泳連盟 技術委員 

11:30～11:40 休憩 

11:40～12:30 

【Live】【STEP１研修】②【講義】身体障がい者の水泳指導の導入のまとめと実技

の説明 

日本身体障がい者水泳連盟 技術委員 

1 月 17 日（日）【step2】 

9:30 【ZOOM 入室】受付開始 

9:45 【Live】開講式、諸連絡、自己紹介 

10:15～11：45 

【Live】【STEP2 研修】①【講義】脊椎障害の特性、指導の注意点 

講師：〇〇 〇〇氏 

質疑応答 

11：45～14:50 休憩  

14:50～15:00 【ZOOM 入室】 

15:00～15:30 
【Live】指導者制度とコンプライアンスについて 

日本身体障がい者水泳連盟 技術委員 

15:30～15:45 【Live】閉講式、諸連絡、登録手順について 



別紙１ 

●公認指導者資格の概要 

公認障がい者水泳指導員制度は JPSF 独自のものですが、水泳に特化しているため、公共施設の指

定管理申請等に役立つとのお声もいただくようになりました。また、一般の水泳指導に携わっておら

れる方の経験を生かして、障がい者スイマーも指導していただけるよう JPSF が認める資格をお持ち

の方には免除項目もあります。順次資格を取得しいただくとパラリンピック専任コーチや日本代表チ

ームのコーチなどへも繋がる制度となっています。 

 

名 称 認定要件(すべてを満たすこと) 主な業務 

JPSF 公認初級障がい者

水泳指導員 

・4 月 1 日現在 18 歳以上 

・初級修得講習会 Step1 および

Step2*1を受講した者。ただし一

定の資格*2があれば Step2 を免

除する。 

・導入～地域大会レベルの選手を

指導 

・JPSF の発掘指導事業にアシス

タント参加 

 

JPSF 公認中級障がい者

水泳指導員 

・4 月 1 日現在 18 歳以上 

・中級修得講習会を受講し認められ

た者／中級修得のためのケースレ

ポートを提出して認められた者 

・初心者～全国大会レベルの選手

を指導 

・JPSF の発掘育成事業に参加 

・JPSF 技術支援会員に申請可能 

JPSF 公認上級障がい者

水泳指導員 

・4 月 1 日現在 20 歳以上 

・JPSF 技術支援会員であること 

・中級取得後、JPSF 企画の強化・

指導事業にて一定の指導実践をし

て、認められた者 

・全国大会レベルの選手を指導 

・JPSF 強化育成関連事業に参加 

・JPSF 普及指導事業に参加 

JPSF 公認パラ水泳コー

チ 

・4 月 1 日現在 22 歳以上 

・JPSF 技術支援会員であること 

・日本障がい者スポーツコーチ認定

登録された者 

・主にトップアスリートの指導 

・JPSF 海外遠征チームに参加可    

 能 

・JPSF 選手強化・普及指導事業

全般に参画 

JPSF 公認障がい者水泳

指導員教育指導者 

・4 月 1 日現在 22 歳以上 

・JPSF 技術支援会員であること 

・エデュケーター研修を受講し認め

られた者 

・初級から上級までの指導員の養

成講習会の企画、運営、指導等 

*１Step1 と Step2 は別々に受講できるが 2 年以内に受講すること。 

*２一定の資格 

・（公財）日本本スポーツ協会や（一社）日本スイミングクラブ協会のコーチ２～４、水泳教師 

・（公財）日本障がい者スポーツ協会の上級障がい者スポーツ指導員 

・保健体育教員免許 

 

●指導者登録料：4 年間 8000 円 登録証発行料 2000 円（2019 年 10 月現在） 

 

 

 

 

 

 



健康チェックシート※１ 

 

氏名：                       連絡電話番号：                               

 

事業名：指導者資格修得講習会 新規受講の方のみ 

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、参加初日の体調まで記入し、受付時に必ずご提出ください。 

 

 

 

 

１） 参加初日の 14日間前までの体調を記入してください。                  主催者チェック欄 

日付 体 温 体 調 

不調の症状 

上記 症状リストの番

号 

①～⑨をご記入くださ

い。 

日付 体 温 体 調 

不調の症状 

上記 症状リストの番号 

①～⑨をご記入くださ

い。 

/    ℃ 
□良好   

□不調  /    ℃ 
□良好   

□不調  

/    ℃ 
□良好   

□不調  /    ℃ 
□良好   

□不調  

/    ℃ 
□良好   

□不調  /    ℃ 
□良好   

□不調  

/    ℃ 
□良好   

□不調  /    ℃ 
□良好   

□不調  

/    ℃ 
□良好   

□不調  /    ℃ 
□良好   

□不調  

/    ℃ 
□良好   

□不調  /    ℃ 
□良好   

□不調  

/    ℃ 
□良好   

□不調  
初日 

/ 

   ℃ 

  

□良好   

□不調  

 

２） 開催日前 14日以内について、以下の質問にお答えください。              主催者チェック欄 

質 問 回 答 

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触はありましたか？ □はい  □いいえ 

同居している人や身近な知人に感染が判明した、または感染が疑われる方がありま

したか？ 
□はい  □いいえ 

政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航、ま

たは当該在住者との濃厚接触はありましたか？ 
□はい  □いいえ 

 

３）その他、気になる点や伝えたいこと等がありましたら、ご記入ください。         主催者チェック欄 

 

記入内容は当該事業の感染防止対策として活用いたします（書類は 1 ヶ月保管した後、破棄いたします）。 

万が一の場合、行政機関等へ情報提供することを予めご了承ください。 

ご協力ありがとうございました。                            （一社）日本身体障がい者水泳連盟 

 

症状リスト 

①平熱を超える発熱  ②咳・喉の痛み・たん  ③鼻水・鼻閉   ④倦怠感（だるさ） ⑤息苦しさ  

 ⑥嗅覚や味覚の異常  ⑦下痢・吐き気    ⑧頭痛   ⑨その他（具体的症状は各日の欄にご記入ください） 



 
 

★会場アクセス★ 
会場：広島県立障害者リハビリテーションセンター スポーツ交流センター「おりづる」 

    https://www.rehab-hiroshima.org/orizuru/ 
 
アクセスマップ：https://www.rehab-hiroshima.org/access/ 
 
広島県立障害者リハビリテーションセンター 
住所 〒739-0036  広島県東広島市西条町田口２９５－３ 
 
交通の案内 
■「ＪＲバス」利用の場合 
ＪＲ西条駅から 
「黒瀬町市飯田・呉市」行き乗車 
「県立西条農業高等学校前」停留所で下車 
停留所から約１キロです。 

 
 
■自動車の場合 
山陽自動車道西条インターチェンジから 
国道 375 号線を呉方面に車で約 20 分 
「西農前バス停」交差点を右折して約１㎞です。  
 
■送迎バス 
ＪＲ西条駅６番バス停から「広島県立障害者リハビリテーションセンター」行き 
スロープ付き送迎バスを無料で運行しています。 
なお、バスは障害のある人が優先となりますのでご協力ください。 

https://www.rehab-hiroshima.org/access/


 

 
 


