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2019 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  

セミナー『学校でのスポーツ事故を防ぐために』 の開催 
  

日本スポーツ振興センター（JSC：JAPAN SPORT COUNCIL）は、2019 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」の一環として、『学校でのスポーツ事故を防ぐために』と題し

たパネルディスカッション形式のセミナーを下記のとおり開催いたします。 

本セミナーは、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、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するために開催するもので、今

年で 6 年目となります。 

10 月から全国 12 か所で開催するセミナーでは、医師、弁護士、大学教授等、多彩な講師陣によるスポ

ーツ事故防止に関するパネルディスカッション並びに会場との質疑応答を行います。 

つきましては、ご多用中とは存じますが、ご取材賜りますようお願い申し上げます。 

取材いただける場合は、別紙の「ＦＡＸ返信シート（取材申込書）」に必要事項をご記入いただき、ご送付

の上、当日ご来場の際、受付にお立ち寄りください。 

記 
 
開催日時及び会場 

10 月 11 日（金）13：00～16：30 

山口県健康づくりセンター 

10 月 16 日（水）13：30～17：00 

福島県自治会館 

10 月 18 日（金）13：00～16：30 

青森県総合学校教育センター 

10 月 24 日（木）13：00～16：30 

石川県地場産業振興センター 

11 月 5 日（火）13：00～16：30 

横浜市開港記念会館 

11 月 12 日（火）13：00～16：30 

アバンセ（佐賀県立生涯学習センター） 

11 月 14 日（木）13：00～16：30 

白兎会館【鳥取県】 

11 月 19 日（火）13：00～16：30 

ピアザ淡海（滋賀県立県民交流センター） 

11 月 29 日（金）13：00～16：30 

三重県総合文化センター 

12 月 3 日（火）13：00～16：30 

道後温泉にぎたつ会館【愛媛県】 

12 月 6 日（金）13：00～16：30 

大分県教育センター 

12 月 11 日（水）13：00～16：30 

群馬県総合公社ビル 

※会場詳細及び各会場予定パネリストにつきましては、別添のチラシまたは以下のウェブページをご参照ください。 

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（2019 年度） 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1926/Default.aspx 

 

なお、8 月 8 日（木）に兵庫県において組体操指導に関する実技講習会を実施します。こちらについては

同日付けニュースリリース「セミナー『学校でのスポーツ事故を防ぐために』 組体操実技講習会の開催」を

ご覧ください。

 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1926/Default.aspx


 

☆ ご取材いただける場合は、準備の都合上、事前に FAX いただきますようお願い申し上げます。 

☆ 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。 

 

 
 
 

独）日本スポーツ振興センター （JSC） 広報室 宛 

FAX：03-5410-9173 

 
 

貴社名                            貴媒体名                           

 

代表者名                           出席予定人数            名様          

 

御連絡先 TEL:                      FAX:                              
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材
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望
の
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催
地
に
○
を
お
つ
け
く
だ
さ
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開催地 開催日時・会場 撮影について 

山口市 10 月 11 日（金）13：00～16：30 山口県健康づくりセンター 有（スチール／ムービー） 無    

福島市 10 月 16 日（水）13：30～17：00 福島県自治会館 有（スチール／ムービー） 無    

青森市 10 月 18 日（金）13：00～16：30 青森県総合学校教育センター 有（スチール／ムービー） 無    

金沢市 10 月 24 日（木）13：00～16：30 石川県地場産業振興センター 有（スチール／ムービー） 無    

横浜市 11 月 5 日（火）13：00～16：30 横浜市開港記念会館 有（スチール／ムービー） 無    

佐賀市 11 月 12 日（火）13：00～16：30 アバンセ 有（スチール／ムービー） 無    

鳥取市 11 月 14 日（木）13：00～16：30 白兎会館 有（スチール／ムービー） 無    

大津市 11 月 19 日（火）13：00～16：30 ピアザ淡海 有（スチール／ムービー） 無    

津市 11 月 29 日（金）13：00～16：30 三重県総合文化センター 有（スチール／ムービー） 無    

松山市 12 月 3 日（火）13：00～16：30 道後温泉にぎたつ会館 有（スチール／ムービー） 無    

大分市 12 月 6 日（金）13：00～16：30 大分県教育センター 有（スチール／ムービー） 無  

前橋市 12 月 11 日（水）13：00～16：30 群馬県総合公社ビル 有（スチール／ムービー） 無  

※開始時間の 30 分前から受付を開始いたします。 

 通信欄（連絡事項がありましたらこちらにお書きください。） 

別紙 ＦＡＸ返信シート（取材申込書） 

セミナー「学校でのスポーツ事故を防ぐために」 



　
　参加申込み方法については裏面をご覧ください。

●開催時間の30分前から受付を開始いたします。

2019

（明海大学客員教授）

ために

　
　参加申込み方法については裏面をご覧ください。

●開催時間の30分前から受付を開始いたします。

2019

（明海大学客員教授）

ために

開催地 開催日 開催時間 会場（定員）・住所 予定パネリスト（専門分野／発表テーマ）※敬称略

❶		神戸市	
（実技） 8月8日（木） 14：00～16：45

神戸常盤アリーナ		体育室（150名）
〒653-0837
神戸市長田区蓮池町 1-1

実技講習会
予定講師
三宅	良輔（教授／体操）

❷	山口市 10月11日（金）13：00～16：30
山口県健康づくりセンター		多目的ホール（200名）
〒753-0814
山口市吉敷下東3丁目1番1号（山口県総合保健会館内）

金岡	恒治（医師／水泳） 川原	貴（医師／熱中症）

渡邉	彰（教授／スポーツ教育）中山	修身（弁護士）

❸	福島市 10月16日（水）13：30～17：00
福島県自治会館		大会議室（150名）
〒960-8043	
福島市中町８番２号

北村	憲彦（教授／登山） 武者	春樹（医師／循環器）

溝内	健介（弁護士） 軽部	英敏（�教育委員会／�体育部活動）

❹	青森市 10月18日（金）13：00～16：30
青森県総合学校教育センター		大研修室（150名）
〒030-0123	
青森市大字大矢沢宇野田80-2

紙谷	武（医師／柔道） 上野	俊明（歯科医師／スポーツ歯科）

井口	成明（准教授／水泳） 村上	博樹（	高等学校教諭／�体育・部活動等）

❺	金沢市 10月24日（木）13：00～16：30
石川県地場産業振興センター本館		大ホール（350名）
〒920-8203	
金沢市鞍月2丁目1番地

田名部	和裕（高野連／野球）五十嵐	隆（医師／小児医療）

佐藤	豊（教授／スポーツ教育）北野	孝一（�小学校教諭／サッカー）

❻	横浜市 11月5日（火） 13：00～16：30
横浜市開港記念会館		講堂（250名）
〒231-0005	
横浜市中区本町1丁目6番地

北野	孝一（�小学校教諭／サッカー）安井	利一（�歯科医師／スポーツ歯科）

望月	浩一郎（弁護士／スポーツ法）田中	英登（教授／熱中症）

❼	佐賀市 11月12日（火）13：00～16：30
アバンセ	ホール（200名）
〒840-0815	
佐賀市天神3丁目2-11（どんどんどんの森）

田名部	和裕（高野連／野球）川原	貴（医師／熱中症）

佐藤	豊（教授／スポーツ教育）渡瀬	浩介（�准教授／運動部活動）

❽	鳥取市 11月14日（木）13：00～16：30
白兎会館		大会議室		飛翔（150名）
〒680-0833	
鳥取市末広温泉町５５６

渡辺	一郎（教授／ラグビー）大橋	洋輝（医師／脳神経）

望月	浩一郎（�弁護士／スポーツ法）西村	晃（中学校長／運動部活動）

❾	大津市 11月19日（火）13：00～16：30
ピアザ淡海		ピアザホール（300名）
〒520-0801	
大津市におの浜1-1-20

北野	孝一（小学校教諭／サッカー）石見	拓（医師／予防医療）

溝内	健介（弁護士） 中原	いずみ（�教育委員会／体育活動）

❿	津市 11月29日（金）13：00～16：30
三重県総合文化センター		小ホール（150名）
〒514-0061	
津市一身田上津部田1234

紙谷	武（医師／柔道） 安井	利一（�歯科医師／スポーツ歯科）

西田	佳史（教授／傷害予防）今井	一彦（中学校教諭／運動部活動）

⓫	松山市 12月3日（火） 13：00～16：30
道後温泉にぎたつ会館		芙蓉の間（200名）
〒790-0858	
松山市道後姫塚118-2

田名部	和裕（高野連／野球）武者	春樹（医師／循環器）

西田	佳史（教授／傷害予防）島﨑	勝行（	アスレティックトレーナー／足関節捻挫）

⓬	大分市 12月6日（金） 13：00～16：30
大分県教育センター		講堂（200名）
〒870-1124	
大分市大字旦野原847 番地の2

金岡	恒治（医師／水泳） 鮎沢	衛（医師／小児心臓）

木間	東平（小学校長／安全教育）田崎	弘宣（	高等学校主幹�教諭／陸上競技）

⓭	前橋市 12月11日（水）13：00～16：30
群馬県公社総合ビル		多目的ホール（150名）
〒371-0854
前橋市大渡町 1-10-7

井口	成明（准教授／水泳） 山中	龍宏（医師／小児事故）

渡邉	正樹（教授／安全教育）新井	康司（�高等学校教諭／�	運動部活動）



※当日の写真や映像を独立行政法人日本スポーツ振興センターのWeb サイト、刊行物、広報活動に使用する場合があります。
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【主催】�独立行政法人日本スポーツ振興センター
【後援】�公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人全国高等学校体育連盟、�
（予定）��公益財団法人日本高等学校野球連盟、一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）

�兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、山口県教育委員会、山口市教育委員会、福島県教育委員会、福島市教育委員会、青森県教育委員会、�
青森市教育委員会、石川県教育委員会、金沢市教育委員会、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、佐賀県教育委員会、佐賀市教育委員会、�
鳥取県教育委員会、鳥取市教育委員会、滋賀県教育委員会、大津市教育委員会、三重県教育委員会、津市教育委員会、愛媛県教育委員会、�
松山市教育委員会、大分県教育委員会、大分市教育委員会、群馬県教育委員会、前橋市教育委員会
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